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【１】公益目的事業 

公１ 健康増進事業 

 

［事業の趣旨目的］ 

当事業は、医道の高揚と歯科医学の進歩発達と公衆衛生の啓発を行い、且つ歯科医療の推進とその人材

の確保を図ることにより、生涯に渡る口腔衛生の維持向上をもって、県民の健康増進に寄与することを

目的としている。 

 

〔１〕実施事業報告 

 

１．学術振興事業 

歯科医師を主な対象として学術にかかわる（１）から（８）の各種研修を行なうことにより歯科医療及

び保健の知識と技術の向上を図り、もって県民の健康に寄与することを目的とする。 

 

(１)歯科医学会 

 

［主旨・概要］ 

本会の主催の学会であり、歯科関係者のみならず一般県民を対象とした開かれた学会として、一般口演、

ポスター発表、テーブルクリニック等で構成し、歯科医学の進歩による県民の歯科医療向上と歯科保健

普及を図る。 

［実施内容］ 

日  時：平成２６年２月９日(日) 

場  所：水戸プラザホテル 

対 象 者：歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、一般県民を対象 

参加人数：４２７名 

プログラム・スケジュールは以下の通り 

☆一般口演         午前の部：午前 10時～午後 0時 30分 

午後の部：午後 1時 30分～午後 3時 45分 

☆ポスター展示・発表    討議：午後 0時 30分～午後 1時  

展示：午前 10時～午後 3時 45分 

☆テーブルクリニック    午前の部 ：午前 10時～午前 11時 30分  

午後の部：午後 2時～午後 3時 30分 

☆茨城県女性歯科医師会   総会：午前 10時～午前 10時 20分  

講演：午前 10時 20分～正午 

☆写真道場へようこそ！  午前 10時～正午 午後 1時 30分～午後 3時 30分 

☆(公社) 茨城県歯科衛生士会 平成 25年度第 4回生涯研修会・ 

茨城歯科専門学校歯科衛生士科第 9回卒後研修会   午前 10時～正午 
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☆(公社)茨城県歯科技工士会 第 74回生涯研修会・ 

茨城歯科専門学校歯科技工士科第 10回卒後研修会  午前 10時～正午 

☆地域保健委員会「噛むかむレシピコンテスト」 作品展示：午前 10時～午後 3時 45分  

表彰式：正午～午後 0時 30分 

☆学校歯科委員会「学校歯科検診の検診基準」 午前 10時～午後 3時 45分 

☆茨城歯科専門学校の紹介  午前 10時～午後 3時 45分 

☆ランチョンセミナー    午後 0時 15分～午後 1時  

☆学術委員会の本屋さん   午前 10時～午後 3時 45分 

 

 

 

(２)学術シンポジウム 

 

［主旨・概要］ 

歯科医師対象に最新の歯科医療技術に関する研修を行い、その歯科医療を県民に提供できる技術の習得

と環境整備を行う。 

 

［実施内容］ 

日  時：平成２５年１０月２０日(日) 午前１０時～午後４時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：主に本会会員を対象  

参加人数：７８名 

演題・講師は以下の通り 

テーマ  「かかりつけ歯科医」のいる人はなぜ長寿なのか 

【講演 1】 

なぜ、「かかりつけ歯科医師」がいる人は長生きなのか 

～健康長寿を支える口腔ケア～ 

首都大学東京 教授 星 旦二 先生 

【講演 2】 

これからの歯科医としての「あるべき姿」を再考する 

東京都杉並区 開業 高橋 英登 先生 

【ディスカッション】 

首都大学東京 教授 星 旦二 先生 

東京都杉並区 開業 高橋 英登 先生 

 

(３)日歯生涯研修セミナー  

 

［主旨・概要］ 

歯科医療関係者を対象として日本歯科医師会との共催で歯科医学研修セミナーを行い、歯科医療と歯科

保健の向上を図る。 
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［実施内容］  

日  時：平成２５年７月２１日(日) 午前１０時～午後４時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

 対 象 者：歯科医療関係者を対象  

参加人数：１０２名 

演題・講師は以下の通り 

テーマ 

“健やかに生きるための歯科医療 ～人をみる生活をみる口腔をみる～” 

【講演．1 】 

「歯周病の病態と治療の基礎」 

慶應義塾大学医学部教授 中川 種昭 先生 

【講演．2 】 

「歯の保存の基本：歯内療法 〜根管をみる細菌をみる〜」 

大阪府開業 木ノ本 喜史 先生 

【ディスカッション】 

慶應義塾大学医学部教授 中川 種昭 先生 

大阪府開業 木ノ本 喜史 先生 

 

(４)学校歯科医研修会  

 

［主旨・概要］ 

学校歯科医を対象として校医としての技術および知識向上を通して、幼稚園・学校の歯科保健向上によ

る健康増進を目的としている。研修内容は関係法令、検診方法、指導方法、児童虐待への対応、学校で

の外傷への対応等となっている。 

 

［実施内容］  

 研修会名：日学歯「学校歯科医生涯研修制度」基礎研修会(併催：茨歯会学校歯科医研修会) 

日  時：平成２５年４月１８日(木) 13：00～17：00 

場  所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：県内学校歯科医を対象  

参加人数：49名 

内容は以下のとおり。講師は学校歯科委員。 

研修内容 

講義（1）：学校歯科保健概論         講義（2）：学校歯科保健における保健教育                  

講義（3）：学校歯科保健における保健管理  講義（4）：学校歯科保健における組織活動                  

講義（5）：学校歯科健康診断結果のお知らせ               
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(５)医療保険制度研修事業  

 

［主旨・概要］ 

医療関係者を対象とした医療及び介護・社会保険の研究及び研修であり、研修会、協議会、及び指導を

行ない、もって県民の歯科医療、介護の向上による健康増進に寄与することを目的としている。 

 

［実施内容］ 

 ①介護保険講習会 

（a）日  時：平成２５年９月２９日(日)午前１０時２０分～ 

場  所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：医療関係者を対象  

参加人数：１０８名 

演題・講師は以下の通り 

「心とからだの『介護予防』」 

茨城県立健康プラザ管理者 茨城県立医療大学名誉教授 大田仁史 先生 

 

（b）日  時：平成２５年１０月２７日(日)午後１時～ 

場  所：日立市「ホテル天地閣」 

対 象 者：医療関係者を対象  

参加人数：５９名  

演題・講師は以下の通り 

「食べること 生きること ～地域で最後まで食べられるために～」 

東京都 ふれあい歯科ごとう 五島 朋幸 先生 

 

（c）日  時：平成２５年１２月８日(日)午後１時３０分 

場  所：つくば国際会議場 

対 象 者：医療関係者を対象  

参加人数：１２９名  

演題・講師は以下の通り 

「要介護高齢者に対する食事支援の考え方と手法」 

日本大学歯学部摂食機能療法学講座教授  

茨城県立医療大学名誉教授 植田 耕一郎先生 

 

（d）日  時：平成２６年２月９日(日)午前１０時～正午 

場  所：水戸プラザホテル 

対 象 者：医療関係者を対象  

参加人数：７７名 

演題・講師は以下の通り 

「歯科医に必要な食支援法」 

昭和大学歯学部口腔衛生学部門教授 弘中 祥司先生 
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②社会保険関係会議・指導・講習会 

（a）会 議 名：保険医療機関等指導関係打合せ会 

日    時：平成２５年４月１０日（水）午後１時３０分 

場  所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：関東信越厚生局茨城事務所長 医療指導官  

県厚生総務課国民健康保険指導監査専門医 役員 社会保険委員 事務局 

    参加人数：１２名 

協議事項は以下の通り 

（1）平成 24年度指導結果について 

（2）平成 25年度指導計画について 

 

（b）会 議 名：第 1回社会保険・審査委員合同連絡協議会 

日  時：平成２５年１０月２０日（水）午後５時３０分 

場  所：茨城県歯科医師会館 講堂 

対 象 者：茨城県社会保険審査委員・国保審査委員 役員 社会保険委員 

参加人数：４３名 

協議事項は以下の通り 

（1）提出議題について 

1．訪問診療における難抜歯の算定について 

2．ＳＰＴの算定について 

3．初診継続中で新製義歯装着、義管（Ａ）を算定した患者に当該義歯を装着して

から 6 ヶ月以上 1 年以内に同部位に新製義歯を装着した場合の義歯管理料につ

いて 

4．訪問診療での機械的歯面清掃の算定について 

5．初診月に歯肉炎の病名のみで歯周組織検査の算定がない歯科衛生実地指導料の

算定について 

6．義歯製作にあたり、鉤歯の対顎が義歯などで欠損している場合の鉤歯の咬合調

整について 

7．薬剤情報提供料と手帳加算について 

 

（c）会 議 名：関東信越厚生局茨城事務所との協議 

日  時：①平成２５年７月３０日（火）午後３時３０分～４時３０分 

②平成２５年８月６日（火）午後１時３０分～２時３０分 

場  所：茨城県歯科医師会館 講堂 

対 象 者： 関東信越厚生局茨城事務所関係者 役員 社会保険委員 事務局職員 

  参加人数：①６名 

        ②６名 

   協議事項は以下の通り 

       (１)個別指導通知時持参書類項目について 
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（d）共同指導 

厚生労働省並びに関東信越厚生局および茨城県の社会保険医療担当者の立会いの下、共同指導 

が実施された。開催期日・会場・医療機関数・立会人は以下の通り 

開催期日 会場 医療機関数 立会い人 

平成 25年 12月 12日・13日 県市町村会館 4（1） 
役員 1名 社保委員 1名 

日歯社保委員 1名 

（ ）内会員外。再掲 

 

 

（e）新規指定保健医療機関指導講習会 

   開催期日・会場・医療機関数・対象期間は以下の通り 

 開催期日 会場 医療機関数 対象期間 

第 1回 平成 25年 05月 16日 県開発公社 12 Ｈ24.9.1～Ｈ25.3.1 

第 2回 平成 25年 10月 29日 県市町村会館 14  

 

 

（f）新規指定保険医療機関等の個別指導 

   開催期日・会場・医療機関数・立会人は以下の通り 

 開催期日 会場 医療機関数 立会い人 

第 1回 平成 25年 07月 23日 厚生局茨城事務所 3（2） 社保委員 1名 

第 2回 平成 25年 08月 22日 茨城県市町村会館 2（1） 〃 

第 3回 平成 25年 09月 18日 厚生局茨城事務所 4（3） 〃 

第 4回 平成 25年 10月 17日 厚生局茨城事務所 2（1） 〃 

第 5回 平成 25年 12月 19日 県市町村会館 4（2） 〃 

第 6回 平成 26年 01月 21日 厚生局茨城事務所 4（2） 〃 

第 7回 平成 26年 01月 22日 厚生局茨城事務所 3（1） 〃 

第 8回 平成 26年 02月 20日 県市町村会館 3（1） 〃 

（ ）内会員外。再掲 

 

 

（g）保険医療機関等の個別指導 

開催期日・会場・医療機関数・立会人は以下の通り 

 開催期日 会場 医療機関数 立会い人 

第 01回 平成 25年 06月 12日 茨城県市町村会館 6（2） 役員 1名 社保委員 1名 

第 02回 平成 25年 06月 13日 茨城県市町村会館 6（1） 社保委員 2名 

第 03回 平成 25年 07月 31日 厚生局茨城事務所 6（1） 役員 1名 社保委員 1名 

第 04回 平成 25年 08月 29日 茨城県市町村会館 6（0） 社保委員 2名 

第 05回 平成 25年 09月 12日 厚生局茨城事務所 6（0） 役員 1名 社保委員 1名 

第 06回 平成 25年 10月 17日 厚生局茨城事務所 2（0） 社保委員 1名 

第 07回 平成 25年 10月 22日 厚生局茨城事務所 3（1） 役員 1名 

第 08回 平成 25年 11月 28日 茨城県市町村会館 6（1） 役員 1名 社保委員 1名 

第 09回 平成 26年 01月 29日 県市町村会館 6（2） 〃 

第 10回 平成 26年 02月 27日 厚生局茨城事務所 3（1） 〃 

（ ）内会員外、再掲 
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（h）集団的個別指導（集団指導） 

   実施期日・会場・医療機関数は以下の通り 

 実施期日 会場 医療機関数 

第 1回 平成 25年 07月 18日 茨城県市町村会館 55（8） 

第 2回 平成 25年 11月 21日 茨城県市町村会館 57（9） 

 （ ）内会員外。再掲 

 

(６)全国諸会議参加 

 

［主旨・概要］ 

学術、社会保険、地域医療、学校保健、警察歯科等の全国諸会議へ参加し、広報誌、ホームページを通

じてその情報、知見を学校保健、歯科保健関係者に伝え、もって県民の健康増進に寄与することを目的

としている。 

 

［参加状況］ 

 開催日・会議名・場所・人数は以下の通り 

開催日 会議名 場所 人数 

平成 25年 6月 20日 

    ～6月 21日 
第 173回日本歯科医師会代議員会 日本歯科医師会館 3名 

平成 25年 9月 12日 第 174回日本歯科医師会臨時代議員会 日本歯科医師会館 3名 

平成 26年 3月 13日 

    ～3月 14日 
第 175回日本歯科医師会代議員会 日本歯科医師会館 3名 

平成 25年 5月 31日 第 116回都道府県会長会議 日本歯科医師会館 1名 

平成 26年 2月 21日 第 117回都道府県会長会議 日本歯科医師会館 1名 

平成 25年 11月 13日 都道府県歯科医師会専務理事連絡協議会 日本歯科医師会館 1名 

平成 25年 12月 4日 がん診療医科歯科連携推進協議会 日本歯科医師会館 1名 

平成 25年 9月 27日 
日本補綴歯科学会東関東支部 

平成 25年度第 1回理事会 

東京駅八重洲地下街

八重洲倶楽部 
1名 

平成 25年 11月 3日 第 66回栃木県歯科医学会 栃木県歯科医師会館 3名 

平成 26年 1月 22日 
都道府県歯科医師会地域保健・産業保健・ 

介護保険担当理事連絡協議会 
日本歯科医師会館 2名 

平成 25年 10月 3日 関東信越国税局管内税務指導者協議会 
新潟県「ホテルイタ

リア軒」 
2名 

平成 25年 5月 28日 
「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり 

推進事業」連絡協議会 
日本歯科医師会館 1名 

平成 25年 6月 15日 
第 13回日本スポーツ・健康づくり 

歯学協議会幹事会 
長崎県歯科医師会館 1名 

平成 25年 6月 15日 
第 13回日本スポーツ・健康づくり 

歯学協議会 
長崎県歯科医師会館 2名 

平成 25年 11月 16日 第 34回全国歯科保健大会 

大分市「iichiko総合

文 化 セ ン タ ー

iichiko グランシア

タ」 

4名 

平成 25年 8月 24日 

     ～8 月 25

日 

第 41回産業歯科医研修会 日本歯科医師会館 3名 
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平成 25年 9月 19日 

     ～9 月 21

日 

第 41回産業医学講習会 日本歯科医師会館 1名 

平成 25年 11月 7日 

    ～11月 8日 
第 63回全国学校保健研究大会 

秋田市「秋田ビュー

ホテル」他 
2名 

平成 25年 11月 7日 第 63回全国学校歯科医協議会 
秋田市「秋田ビュー

ホテル」 
2名 

平成 25年 10月 17日 

    ～10 月 18

日 

第 77回全国学校歯科保健研究大会 
熊本市「市民会館崇

城大学ホール」他 
2名 

平成 25年 6月 26日 日本学校歯科医会第 83回総会 日本歯科医師会館 2名 

平成 26年 3月 26日 日本学校歯科医会第 84回総会 日本歯科医師会館 2名 

平成 26年 2月 12日 日本学校歯科医会加盟団体長会 日本歯科医師会館 1名 

平成 26年 3月 8日 
都道府県歯科医師会社会保険担当理事 

連絡協議会 
日本歯科医師会館 5名 

平成 25年 9月 27日 社会保険指導者研修会 日本教育会館 6名 

平成 26年 2月 27日 
都道府県歯科医師会情報管理担当理事 

連絡協議会 
日本歯科医師会館 1名 

平成 26年 2月 28日 
都道府県医療計画及び災害医療における都道

府県歯科医師会実務担当者連絡協議会 
日本歯科医師会館 1名 

平成 25年 8月 24日 第 12回警察歯科医会全国大会 
郡山市「ホテルハマ

ツ」 
11名 

平成 25年 11月 27日 都道府県歯科医師会事務長事務連絡会 日本歯科医師会館 1名 

平成 25年 7月 25日 
関東地区歯科医師会会長・専務理事・事務局

長会議 

千葉市「ホテルニュ

ーオータニ幕張」 
3名 

平成 25年 8月 29日 関東地区歯科医師会役員連絡協議会 
千葉市「ホテルニュ

ーオータニ幕張」 
14名 

平成 26年 3月 14日 北関東地区歯科医師会役員連絡協議会 アルカディア市ヶ谷 6名 

平成 25年 10月 31日 関東信越歯科医師会審査委員連絡協議会 日本歯科医師会館 6名 

平成 25年 8月 1日 第 64回関東甲信越静学校保健大会 
ハイアットリージェ

ンシー東京 
2名 

平成 25年 8月 1日 
第 64回関東甲信越静学校保健大会 

歯科職域部会 

ハイアットリージェ

ンシー東京 
2名 

平成 25年 11月 27日 関東地区歯科医師会事務局長会議 日本歯科医師会館 1名 
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 (７)スポーツ歯科学の普及活動  

 

［主旨・概要］ 

スポーツ外傷の予防のためのマウスガード作成及びスポーツ外傷への対応並びにドーピングに関

する研修を歯科医師対象に行っている。その普及を目指したパンフレットを作成し学校関係団体へ配

布して、県民のスポーツ外傷予防を行なうことを目的としている。 

 

［実施内容］ 

 講習会名：マウスガード製作実習講習会 

日    時：平成２５年１２月１５日(日)午前９時 

場    所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：歯科医師を対象  

参加人数：２２名 

講習名・講師は以下の通り 

「2層ラミネート法によるマウスガード製作実習」 

茨城県歯科医師会学校歯科委員会 荻野 義重 先生 
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２．医療従事者研修事業 

 

歯科医療を支える歯科衛生士、助手等のスタッフの研修育成のため（１）から（４）の事業を行ない、

県民の健康増進に寄与することを目的としている。 

 

(１)日歯認定助手講習会 

 

[主旨・概要] 

歯科医療に関心のある県民を対象として助手講習会を開催し、全 9回の受講を受けた者に日本歯科医師

会認定の乙種歯科助手認定を授与している。 

 

[実施内容]  

場    所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：歯科助手資格取得に関心ある者を対象  

参加人数：以下の通り 

認定者数：６６名(乙種第一歯科助手) 

日時・内容・講師・受講者数は以下の通り 

 日時 内容 講師 受講者 

 5月 16日（木）  会長・部長・全委員  

1 09:30～ 開講式  70名 

 10:00～12:00 歯科助手概論・歯科助手の仕事 講師 衛生士科  

 13:00～16:30 歯科助手の心得とマナー 講師 中村八恵子  

 

 （自分育てのポイント･あいさつ

は心の扉を開くカギ）会話の基礎･

患者応対･人間関係など 

  

 

2 

5月 30日（木）     建物･什器･ガス･水道･電気などの

保全管理、清掃の基礎 
講師 医療管理委員  

 09:30～12:00 ①医療機器の保守･点検  67名 

 13:00～16:30 ②医薬品・材料の取扱い   

 6月 13日（木） 歯科医療の特質 講師 医療管理委員  

3 09:30～12:30 歯科疾患の概要  67名 

  歯科用語   

 13:00～16:30 歯科診療の概要   

  歯科治療の流れ   

 7月 4日（木） 医療安全   

4  Ａ班（1番～35番）  65名 

  9:00～12:00 救急処置 講師 救急普及協会  

 13:00～14:30 歯科Ｘ線、歯科麻酔 講師 医療管理委員  

 14:30～16:00 感染予防、安全管理   

 7月 4日（木） Ｂ班（36番～最後まで）   

 09:00～10:30 歯科Ｘ線、歯科麻酔 講師 医療管理委員  

 10:30～12:00 感染予防、安全管理   

 13:00～16:00 救急処置 講師 救急普及協会  

 7月 25日（木） 消毒、滅菌の必要性   

5  9:30～12:30 室、手指、器材、材料の消毒 講師 衛生士科 65名 

 13:30～16:30 歯科診療補助の実際 講師 衛生士科  
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 日時 内容 講師 受講者 

  （口腔内撮影 etc.）   

 8月 08日（木） 薬品及び材料の取扱い   

6 09:30～12:30 口腔衛生指導 講師 衛生士科 65名 

 13:30～16:30 歯科材料の取り扱い   

 8月 22日（木） 歯科技工との連携   

7 09:30～12:30 歯科技工  66名 

 13:30～16:30 技工材料の取り扱い 講師 技工士科  

 9月 5日（木） 共同動作   

8 09:30～11:00 保存修復 講師 医療管理委員 63名 

 11:00～12:30 歯冠修復   

 13:30～15:00 有床義歯   

 
15:00～16:30 口腔外科（観血的処置のときの患

者指導の要点） 

 
 

 9月 26日（木） 社会保険・歯科事情・情報処理 会長、部長、全委員  

9 
09:30～11:00 社会保険のしくみ（関係法規、社

会保険の区分） 

 
64名 

 
11:00～12:30 歯科界の事情 

新しいトピック 

 
 

 

13:30～16:00 産業廃棄物の処理（マニフェスト） 

情報処理（レセプトコンピュータ

ー、レセプトオンラインの請求事

務、デジタル画像処理、発行文書

の管理、個人情報保護） 

講師 医療管理委員 

 

 16:00～ 閉講式   

   

(２)スタッフセミナー   

 

[主旨・概要] 

歯科診療所に勤務するスタッフを対象として患者の接遇についての研修を行う。 

 

[実施内容] 

対 象 者：歯科医院に勤務する者及び歯科医療に関心ある者を対象 

日時・場所・受講者数・研修内容・講師は以下の通り 

 第 1回 第 2回 

日時 平成 25年 6月 23日（日） 

午前 10時 

平成 25年 11 月 3日（日） 

午前 10 時 

場所 茨城県歯科医師会館 第一会議室 古河市古河福祉の森会館 

受講者 33名 35名 

研修内容 

「接遇マナーの基本」 

・歯科医療に何故接遇は必要なのか？ ・接遇とは何か？ 

・社会人としてのマナー ・チーム医療 

「おもてなしの心の表し方」 

・身だしなみ ・立ち居振る舞い 

・言葉遣い・電話対応 

講師 元ＡＮＡ客室乗務員・元ＡＮＡ教官・接遇マナー講師 

塚﨑 洋子 先生 
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 (３)医療安全管理研修会 

 

 [主旨・概要] 

歯科医師及び歯科診療所勤務のスタッフを対象として、医療安全にかかわる研修を行ない、医療事故

を未然に防止するための環境整備を図っている。 

 

[実施内容] 

 日    時：平成２５年６月２３日(日) 午後１時３０分～３時３０分 

場    所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：歯科医師及び歯科診療所に勤務するスタッフを対象  

参加人数：１１７名 

演題・講師は以下の通り 

「高齢者のリスクマネージメント ～超高齢化社会において、知っておきたい基礎事項～」 

日本大学歯学部摂食機能療法学講座非常勤勤務 市村歯科医院常勤勤務  

日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 日本老年歯科医学会会員  

土浦市介護認定審査員 市村和大 先生 

 

(４)無料職業紹介所と衛生士再教育プログラムの検討・行動 

 

[主旨・概要] 

歯科医師、歯科医療技術者、歯科助手を対象として、求人・求職案内を行い、県内の歯科医療スタッ

フの適切な充足を目指す。衛生士再教育プログラムは休眠状態にある歯科衛生士の再就職に向けた再

教育の場を提供し、不足する歯科衛生士の充足を目的とする。 

 

[実施内容]  

    (a)無料職業紹介状況について、期間・対象者・実績は以下の通り 

 

期 間：平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日 

     対象者：就業していない歯科医師、歯科医療技術者、歯科助手を対象 

     実 績：求人５５診療所 求職２４名 

  

 (b)医療管理委員会において、歯科衛生士の再教育プログラムを協議、復職支援講習会の開催に

向けて、内容の検討を行った。 
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３．防災・危機対策事業 

 

歯科医師と茨城県警、茨城海上保安部及び行政との連携を図り、県民の防災及び身元確認に繋がる（１）、

(２)の事業を行い、もって県民の健康維持を図ることを目的としている。 

 

 

(１)災害避難所での歯科医師としての行動計画の策定  

 

［主旨・概要］  

大規模災害時の歯科医師の役割として、出動態勢の構築及び他団体との連携のもと避難所での歯科治療、

口腔ケアに関する行動計画を策定する。 

 

[実施内容] 

 ①防災・危機管理プロジェクトチームの活動 

 

本年度より、本会の防災・危機管理事業を担う標記プロジェクトチームが発足された。 

プロジェクトチームの構成は以下の通り 

 

担当理事 １名 委員長 １名 

◇歯科医療救護チーム  ４名  ◇個人識別チーム    ４名 

◇口腔ケアチーム    ３名  特別委員（オブザーバー）２名 

       

（a）第１回防災・危機管理プロジェクトチーム会議 

日    時：平成２５年１０月２４日(木)午後２時 

場    所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：１５名 

報告事項・協議事項は以下の通り 

     報告事項 

（1）「防災・危機管理プロジェクト」について 

・設立主旨 

・県との防災協定について 

・当プロジェクトの業務について 

・人員構成について 

・災害時歯科コーディネーターについて 

（2）危機管理プロジェクトチーム構成員紹介 

協議事項 

（1）プロジェクトの業務・機能について 

・情報伝達方法について 

（2）各チームの基本構想 

（3）各地区での協定締結について 
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（4）警察歯科医委嘱について 

（5）次年度の事業計画、予算について 

 

（b）第２回防災・危機管理プロジェクトチーム会議 

日    時：平成２６年１月３０日(木)午後５時３０分 

場    所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：１０名 

報告事項・協議事項は以下の通り 

      報告事項 

（1）顧問について 

（2）チーム分担とチームリーダーについて 

（3）緊急時給油について（概要、登録書式、現況） 

（4）各地区での防災協定について 

協議事項 

（1）日歯災害時歯科コーディネーター研修会について 

（2）県警との文書について 

（3）来年度の計画について 

（4）個人識別チーム課題について 

（5）警察歯科医推薦について 

 

②災害コーディネーター(災害歯科保健医療・身元確認)研修会(関東ブロック) 

   日  時：平成２６年２月２３日(日)午後１時～５時３０分 

   場  所：茨城県歯科医師会館 

   対 象 者：行政関係担当者・関係団体 本研修会の主旨に賛同する歯科医師 

   参加人数：１６２名 

   目的・研修科目(演題・講師)は以下の通り 

      【目 的】 

  大規模災害時における歯科医師会行動計画（改訂版）に基づく、デンタルチャートを含 

めた身元確認ワークフローの統一等の警察歯科分野、避難所における口腔ケア等の災害 

時歯科保健医療、各都道府県歯科医師会間の連携等について、総合的な研修を行うこと 

で、災害時に適確かつ迅速な対応ができるような人材の養成を目指す。 

【研修科目】 

講演．Ⅰ 「総論」 

日本歯科医師会常務理事 村岡宜明 

講演．Ⅱ 「災害時の歯科保健医療の提供体制について」 

日本歯科医師会理事 大黒英貴 

東京医科歯科大学大学院 顎顔面外科学助教 中久木康一 

講演．Ⅲ 「身元確認作業の実施について」 

日本歯科医師会災害時対策・警察歯科  

総合検討会議副委員長 工藤 祐光 
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講演．Ⅳ 「茨城県内及び関東地区内の連携について」 

茨城県歯科医師会副会長 小鹿 典雄 

 

  ③災害時の身元確認活動に関する協定締結 

 （a）日本大学松戸歯学部との「災害時の身元確認活動に関する協定」 

    日本大学松戸歯学部との間で、大規模災害時の身元確認活動に関する協定について締結し、

平成 25年 5月 9日、日本大学松戸歯学部キャンパスにて調印式を行った。 

協定内容は以下の通り。 

 

 

災害時の身元確認活動に関する協定書 

 

（目 的） 

第 1 条 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に因る津波により，多くの身元不

明者が茨城県に漂着し発見された。このことに鑑み，今後の茨城県における身元不明

者発生の際の身元確認作業（口腔内所見採取）を円滑に進めるため，茨城県歯科医師

会（以下「甲」という）と日本大学松戸歯学部（以下「乙」という）の二者は次の通

り協定を締結する。 

 

（総 則） 

第 2 条 この協定書は，茨城県歯科医師会防災計画に基づき，甲が行う身元確認活動に

対する乙の協力に関し必要な事項を定める。 

2 甲は，乙の協力を得て身元確認活動が実施できるよう，必要な調整を行う。 

 

（身元確認活動チームの派遣） 

第 3 条 甲は，防災計画に基づき身元確認活動を実施する必要が生じた場合は，乙に対

し，身元確認活動チームの派遣を要請する。 

2 前項の定めにより乙は，甲から要請を受けた場合は，大学所属の歯科医師をもって

編成する身元確認チームを派遣する。 

 

（身元確認活動チームの業務） 

第 4条 身元確認活動チームの業務は，次のとおりとする。 

① 検死・検案に際しての法歯学上の協力（個人識別） 

② 身元確認活動の記録及び報告 

③ その他必要な事項 

 

（身元確認活動チームの指揮） 

第 5 条 甲は身元確認活動の総合連絡調整を含み，乙の派遣する身元確認活動チームを

指揮する。 

 

（身元確認活動チームの移動） 

第 6 条 甲は，乙の身元確認活動が円滑に実施できるよう，身元確認活動チームの移動

等を含み，必要な措置を講ずる。 

 

 

（身元確認活動機器等の提供・輸送） 

第 7 条 乙が派遣する身元確認活動チームが使用する装備等は，原則として甲が提供す

る。 
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（費用弁償等） 

第 8 条 甲の要請に基づき，乙が身元確認活動等を実施した場合に要する次の経費は，

甲が負担する。 

① 身元確認活動チームの編成・派遣に要する経費 

② 身元確認活動チームが携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

③ 身元確認活動チームの医師等が医療救護活動において負傷し疾病にかかり，又

は死亡した場合の扶助費 

④ 身元確認活動チームが実際の活動に要した経費 

2 前項の各号の内容及び金額については，甲乙協議のうえ定める。 

 

（協定期間） 

第 9条 協定期間は，平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日までとし，協定が終了

する日の 2か月前までに，甲又は乙の何れかから終了の申し出がない場合，1回（1年

間）に限り延長する。 

 

（協定の解約） 

第 10条 本協定を解約する時は，甲又は乙は，解約する日の 2か月前までに，相手方に

対し文書により協定の解約を申し出でするものとする。 

 

（協 議） 

第 9 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じたときは，甲乙協議

のうえ定める。 

 

 この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各 1 通を保

有する。 

 

平成 25年 4月 1日 

 

甲 茨城県水戸市見和 2丁目 292番地の 1 

茨城県歯科医師会 

会長  森永 和男 

 

乙 千葉県松戸市栄町西 2-870-1 

日本大学松戸歯学部 

歯学部長  渋谷 鑛 

 

 

 （b）奥羽大学との「災害時の身元確認活動に関する協定」 

奥羽大学歯学部・奥羽大学歯学部同窓会との間で、大規模災害時の身元確認活動に関する協定

について再締結し、平成 26年 2月 27日、奥羽大学にて調印式を行った。 

協定内容は以下の通り。 

 

 

災害時の身元確認活動に関する協定書 

 

主旨 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災津波による行方不明者が福島県から海上に流さ

れ、茨城県に漂着し多く発見されました。茨城県歯科医師会から茨城県奥羽大学歯学部

同窓会を通じ、奥羽大学に身元確認活動の協カ要請がありました。 
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このことに鑑み、今後の茨城県における身元不明者の発生の際の身元確認作業（口腔内

所見採取）を円滑に進めるため、茨城県奥羽大学歯学部同窓会（以下「甲」という。）と

茨城県歯科医師会（以下「乙」という。）と奥羽大学歯学部（以下「丙」という。）の三

者は次の通り協定を締結する。 

 

（総 則） 

第 1 条 この協定書は、茨城県歯科医師会防災計画に基づき、乙が行う身元確認活動に

対する丙の協力に関し必要な事項を定める。 

2 乙は、丙の協力を得て身元確認活動が実施できるよう、必要な調整を行う。 

3 茨城県奥羽大学歯学部同窓会は、茨城県における奥羽大学の身元確認活動に 

便宜を図り協力する。 

 

（身元確認活動チームの派遣） 

第 2 条 乙は、防災計画に基づき身元確認活動を実施する必要が生じた場合は、丙に対

し、身元確認活動チームの派遣を要請する。 

（1）前項の定めにより丙は、乙から要請を受けた場合は、大学所属の歯科医師をもっ

て編成する身元確認チームを派遣する。 

 

（身元確認活動チームの業務） 

第 3条 身元確認活動チームの業務は、次のとおりとする。 

（1）検死・検案に際しての法歯学上の協力（個人識別） 

（2）身元確認活動の記録及び報告 

（3）その他必要な事項 

 

（身元確認活動チームの指揮） 

第 4 条 乙は身元確認活動の総合連絡調整を含み、丙の派遣する身元確認活動チームを

指揮する。 

 

（身元確認活動チームの移動） 

第 5 条 乙は、丙の身元確認活動が円滑に実施できるよう、身元確認活動チームの移動

等を含み、必要な措置を講ずる。 

 

（身元確認活動機器等の提供・輸送） 

第 6 条 丙が派遣する身元確認活動チームが使用する装備等は、原則として乙が提供す

る。 

 

（費用弁償等） 

第 7 条 乙の要請に基づき、丙が身元確認活動等を実施した場合に要する次の経費は、

乙が負担する。 

（1）身元確認活動チームの編成・派遣に要する経費 

（2）身元確認活動チームが携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

（3）身元確認活動チームの医師等が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は

死亡した場合の扶助費 

2 前項に定める費用の額については、乙丙協議のうえ定める。 

 

（協 議） 

第 8 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じたときは、乙丙協議

のうえ定める。 

 

（協定期間） 
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第 10 条 この協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は平成 26 年 2 月 27 日から

平成 27年 3月 31 日までとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書 3 通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各 1 通を

保有する。 

 

平成 26年 2月 27日 

 

甲 茨城県奥羽大学歯学部同窓会 

会長  渡辺 義宏 

乙 茨城県水戸市見和 2丁目 292番地 

茨城県歯科医師会 

会長  森永 和男 

 

丙 福島県郡山市富田町字三角堂 31-1 

奥羽大学 

歯学部長  大野 敬 

 

 

 

（c）四師会による災害時の医療救護活動に関する協定 

  茨城県医師会・茨城県歯科医師会・茨城県薬剤師会・茨城県看護協会との間で、災害対策基本

法及び茨城県地域防災計画に基づいて、四師会が行う災害時の医療救護活動の連携協力に関し、

必要な事項を定めることを目的し、平成 26年 3月 7日、茨城県医師会にて調印式を行った。 

協定内容は以下の通り。 

 

 

四師会による災害時の医療救護活動に関する協定書 

 

一般社団法人茨城県医師会（以下「甲」という。）、公益社団法人茨城県歯科医師会（以

下「乙」という。）、公益社団法人茨城県薬剤師会（以下「丙」という。）、公益社団法人

茨城県看護協会（以下「丁」という。）（以下「四師会」という。）は災害時の医療救護活

動について、次のとおり協定する。 

 

（目 的） 

第 1条 この協定は、災害対策基本法（以下「法」という。）及び茨城県地域防災計画（以

下「防災計画」という。）に基づいて、四師会が行う災害時の医療救護活動の連携協力

に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（医療救護班の派遣） 

第 2条 甲は、法及び防災計画に基づき、大地震や風水害等の災害が発生した場合には、

乙､丙及び丁と協議のうえ、医療救護班を派遣するものとする。 

2 前項の規定に基づき派遣される医療救護班（Japan Medical Association Team 茨

城（JMAT 茨城））は、医師及び歯科医師、薬剤師、看護師、事務職員で編成するも

のとする。 

 

（医療救護活動） 

第 3条 甲は、災害発生時、医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合には、

乙、丙及び丁に対し、医療救護班の要員の派遣を要請するものとする。 
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2 乙、丙及び丁は、前項の規定により、甲から要請を受けた場合には、直ちに医療救

護班の編成に必要な要員を派遣し、救護所等において医療救護活動に従事させるも

のとする。 

3 乙、丙及び丁は、緊急やむを得ない事情により、甲の要請を受ける前に医療救護活

動に従事する要員を派遣した場合には、速やかに甲に報告するものとする。この場

合において、乙、丙及び丁が派遣した要員は、甲の要請に基づき派遣したものとみ

なすものとする。 

4 茨城県からの要請により、前 3項の規定に基づき甲と乙、丙及び丁が派遣した医療

救護班については、茨城県と甲が平成 6年 4月 18日付で締結した「災害時の医療救

護についての協定」（以下「協定」という。）第 3 条の規定に基づき派遣したものと

みなすものとする。なお、緊急やむを得ない事情により、茨城県からの要請によら

ず医療救護班を派遣し、事後に茨城県の承認を得た場合も同様とする。 

 

（災害医療救護計画） 

第 4 条 甲は、前条の規定による医療救護活動を行うため、乙、丙及び丁と協議のうえ

災害医療救護計画を策定するものとする。 

2 前項に定める災害医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとす

る。 

（1）医療救護班の編成 

（2）医療救護班の活動計画 

（3）四師会と茨城県等関係機関との通信連絡計画 

（4）指揮系統 

（5）医薬品及び医療資機材等の確保 

（6）訓練計画 

（7）その他必要な事項 

 

（医療救護班の業務） 

第 5 条 四師会が派遣する医療救護班は、茨城県又は市町村が設置する救護所等におい

て、医療救護活動を行うものとする。 

2 災害派遣医療チーム（Disaster Medical Assistance Team（DMAT））到着前の超急

性期医療の業務は、次のとおりとする。なお、医療救護班は、災害派遣医療チーム

が救護所等に派遣された場合には、その指揮のもとで医療救護活動に従事するもの

とする。 

（1）被災者の症状判別 

（2）傷病者に対する応急処置の実施及び医療の提供 

（3）傷病者の医療機関への転送の要否及び転送の順位の決定 

（4）被災者の死亡の確認（必要がある場合には死体の検案） 

3 災害派遣医療チーム撤退後の慢性期医療業務は、次のとおりとする。 

（1）要援護者、要支援者への医療の提供及び健康管理、健康支援 

（2）医薬品等の安定供給の確保 

（3）救護所等における公衆衛生対策、感染症対策、日常診療の支援、精神衛生対策等

こころのケア・支援 

 

（医療救護班に対する指揮等） 

第 6 条 四師会が派遣する医療救護班における医療救護活動に関する指揮及び連絡調整

は、甲が指定する者が行うものとする。 

2 前項の規定により、甲の指定を受けた者は、乙、丙及び丁が派遣する医療救護班の

要員の意見を尊重して指揮及び連絡調整を行うものとする。 

 

（医療救護班の輸送） 
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第 7 条 甲は、救護所等における医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の

輸送について、茨城県と連携して必要な措置をとるものとする。 

 

（医薬品等の供給） 

第 8 条 四師会が派遣する医療救護班が使用する医薬品等については、医療救護班の要

員として派遣された者が携行するもののほか、甲が供給について必要な措置をとるも

のとする。 

 

（医療費） 

第 9条 救護所等における医療費は、無料とする。 

2 患者が転送された医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

 

（訓 練） 

第 10条 四師会は、災害に備えて合同訓練を行うものとする。 

 

（費用弁償等） 

第 11 条 四師会が派遣した医療救護班が医療救護活動に従事した場合において必要な

次の費用は、甲が負担するものとする。 

（1）医療救護班の編成及び派遣に必要な費用 

（2）医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の経費 

（3）医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の

扶助金 

2 茨城県の要請による医療救護活動に係る第 1項の費用は、協定第 9条に基づき茨城

県へ求償する。なお、緊急やむを得ない事情により、茨城県からの要請によらず医

療救護班を派遣し、事後に茨城県の承認を得た場合も同様とする。 

 

（市町村及び四師会との調整） 

第 12条 甲は、法及び市町村地域防災計画等に基づき市町村が実施する医療救護活動が

円滑に実施されるよう、この協定に準じ、乙、丙及び丁の協力を得て、市町村に対し

必要な調整を行うものとする。 

 

（個別協定の運用） 

第 13条 四師会が、別に茨城県との間で締結した協定に基づき、災害時に派遣を求めら

れた場合の対応については、当該協定に定めるところによる。 

 

（細 目） 

第 14条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項について

は、四師会で別に協議して定める。 

 

（疑義の解決） 

第 15 条 この協定に定める事項に関し疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事

項で必要がある場合は、四師会で協議して定める。 

 

（有効期間） 

第 16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して 1年間とする。ただし、こ

の協定の有効期間満了の日の 1 ヶ月前までに、甲、乙、丙及び丁から何らかの申し出

がないときは、有効期間満了の日の翌日からさらに 1 年間延長されるものとし、以後

も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書 4 通を作成し、甲、乙、丙及び丁記名押印の上、各
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1通を保有する。 

 

平成 26年 3月７日 

 

甲 水戸市笠原町 489 

一般社団法人茨城県医師会 

会長  小松  満 

 

乙 水戸市見和 2-292-1 

公益社団法人茨城県歯科医師会 

会長  森永 和男 

 

丙 水戸市笠原町 978-47 

公益社団法人茨城県薬剤師会 

会長  根本 清美 

 

丁 水戸市緑町 3-5-35 茨城県保健衛生会館内 

公益社団法人茨城県看護協会 

会長  村田 昌子 

 

 

 

④「大規模災害時歯科医療チーム」の編成 

  茨城県との「災害時の歯科医療救護についての協定」に基づき地区歯科医師会（・郡市区）単

位で下記『歯科医療チーム』を編成した。 

 

◇歯科医療救護チーム： 

  災害発生後 72 時間或いは外部救援チーム到着まで口腔外科的緊急医療、救急救命対応を、  

それ以降は地域の歯科医療復旧までの歯科医療支援を行う。 

◇口腔ケアチーム： 

  避難所が設置された地区での口腔ケアを行う。 

◇個人識別チーム： 

口腔内所見採取を行う。 

 

⑤平成２５年度茨城県・笠間市総合防災訓練(併催：国土交通省大規模津波防災総合訓練)への参加 

   日  時：平成２５年１１月９日(土)午前９時～午後１時 

   出 席 者：役員２名 防災・危機管理プロジェクトチーム２名 事務局職員２名 

   場所・訓練内容等は以下の通り 

    主催 

茨城県、笠間市、ひたちなか市、国土交通省 

場所 

笠間会場： 「笠間芸術の森公園」ほか市内避難所（9ヶ所） 

ひたちなか会場： 「茨城港常陸那珂港区」、国営ひたち海浜公園 
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【訓練想定】 

   三陸沖から房総沖の海溝寄りで発生した大規模な地震が発生し、ひたちなか市で高さ

10.7mの津波が襲来することを想定。内陸部では震度 6強を観測。 

   国土交通省主催の大規模津波防災総合訓練と合同で開催することとし、内陸部と沿岸部

の複数被災地が発生したとの厳しい条件下で実践的な訓練を実施することにより、参加

関係機関の対応力向上及び連携体制強化を図ることも目的とする。 

【主な訓練内容】 

（1）緊急地震速報 （10）救援・救護 

（2）地震発生・大津波警報 （11）災害現場へ医療スタッフ投入 

（3）住民避難 （12）人命救助 

（4）初動対応 （13）災害現場・避難所視察 

（5）情報収集 （14）ライフライン復旧・危険物排除訓練 

（6）広域応援要請 （15）大規模火災対応 

（7）道路復旧・障害物除去 （16）展示・体験・普及啓発 

（8）避難所開設・運営・支援 （17）終了式 

（9）帰宅困難者対策 

 

(２)警察歯科協議会  

 

[主旨・概要] 

茨城県警および茨城海上保安部と協定を締結し、災害時および身元不明遺体の身元確認へ 

の協力体制を構築し、以下の１、２を行う。 

１、茨城県警及び茨城海上保安部並びに本会関係者を対象とした協議会の開催 

２、各警察署における身元不明遺体の身元確認作業 

 

[実施内容]  

①茨城県警察歯科協議会 

日  時：平成２５年１０月２４日(木)午前１０時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：茨城県警察本部関係者 茨城海上保安部関係者 茨歯会会員他 

参加人数：（a）講演会 １１８名 （b）総会 ６０名 

演題名・講師・総会報告事項・総会協議事項は以下の通り 

(a)講演（午前１０時～） 

  「大規模災害における検視・検案・身元確認班の位置づけ」 

講師 東京歯科大学法歯学講座准教授 花岡 洋一 先生 

(b)総会（午後１時） 

報告事項 

（1）顧問・参与委嘱について 

（2）第 12回警察歯科医会全国大会（福島県郡山市）報告 

（3）警察歯科協議会活動報告(Ｈ24.11.1～Ｈ25.9.30) 
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口腔内所見採取報告 

（4）警察歯科医・海上保安歯科医の連絡網整備 

（5）新・日歯統一版デンタルチャート（死後生前記録）および照合結果報告書式  

について 

（6）災害時の緊急車両事前認定報告 

（7）茨城県との災害時歯科医療救護協定について報告 

（8）日本大学松戸歯学部災害時身元確認活動に関する協定締結について 

協議事項 

（1）平成 24年度事業報告・決算報告 

（2）平成 25年度事業計画案・予算案 

（3）災害時の対応について 

・茨城県警察本部と茨城県歯科医師会との協定について 

・これまでの問題点の洗い直しと、関係機関への改善要請 

・関係組織とのケース共有並びに会員からの報告について 

・口腔内所見採取事例の蓄積と後進の育成について 

・警察歯科医師の委嘱について 

（4）その他 

・警察協議会運営委員の選出について 

 

②身元確認作業への出動 

 出動対象者：警察歯科医 

日時・場所・出動者数は以下の通り 

日時 場所 出動者数 

平成 25年 5月 13日(月) 午後８時 日立警察署 2名 

平成 25年 6月 24日(月) 午後 0時 20分 ひたちなか西警察署 2名 

平成 25年 7月 4日(木) 午前 10時 大宮警察署 1名 

平成 25年 7月 12日(木) 午前 11時 水戸警察署 2名 

平成 25 年 8 月 13 日(火) 午前 11 時 30

分 

那珂警察署 1名 

平成 25年 11月 23 日(土) 午前 11 時 30

分 

大子警察署 4名 

平成 25 年 12 月 17 日(火) 午前 8 時 30

分 

ひたちなか西警察署検案室 2名 

平成 26年 1月 16日(木) 午前 10時 土浦警察署検視室 1名 

平成 26年 2月 21日(金) 正午 ひたちなか西警察署検案室 3名 

平成 26年 3月 27日(木) 午前 9時 ひたちなか西警察署検案室 2名 
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③研修会・訓練等への参加 

  日時・場所・内容・出席者数は以下の通り 

 

日時 場所 内容 出席者数 

平成 25年 11月 7日(木) 

午後 2時 30分 

ひたちなか市  

「茨城海上保安部」 

茨城海上保安部における

口腔内所見採取講習会 

3名 

平成 25年 9月 28日(土)  

午前 9時 30分 

茨城町 

「県警察学校 武道館」 

多数死体の取扱要領訓練 3名 

平成 25年 9月 24日(火) 

午後 3時 45分 

茨城県医師会 茨城県医師会警察医部会

法医学研修講演会 

6名 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

４． 普及・啓発事業  

 

県民を対象として（１）から(１７)の事業によって歯科保健知識の普及・啓発を行い、県民の健康の増

進に寄与することを目的としている。 

 

(１) 母子保健関連事業  

 

[主旨・概要] 

日本歯科医師会と厚労省とで実施している 80歳で 20本以上の歯を残すことを目標とした「8020運動」 

に加え、本県と本会が独自に設定した 64歳で 24本以上の歯を残すを目標とした「6424運動」の一環と

して、満 3歳から 6歳の子とその親（母又は父）を対象とした「親と子のよい歯のコンクール」を行っ

ている。 

 

［実施内容］ 

会 議 名：第２回親と子のよい歯のコンクール審査会 

日  時：平成２５年７月１１日（木）午後２時～３時３０分 

場  所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：県関係者、マスコミ関係者、関係団体代表、役員、地域保健委員会委員等 

応募状況：「母と子の部」２７組 

     「父と子の部」６組 

審査結果は以下の通り   

「母と子」部門 

最優秀 １組  優秀 ４組  特別賞 １組 

「父と子」部門 

最優秀 １組  優秀 ２組 

 

(２)高齢者対策事業   

 

[主旨・概要] 

「8020・6424運動」の一環として「高齢者よい歯のコンクール」を開催し、県民の生涯を通じた口腔保

健の向上を目的とする。 

［実施内容］ 

会 議 名：第２２回高齢者よい歯のコンクール審査会 

日  時：平成２５年９月１９日(木)午後１時～２時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：県関係者、マスコミ関係者、関係団体代表、役員、地域保健委員会委員等 

応募状況は以下の通り 

地区別     年齢別    

地区 男 女 計  年齢 男 女 計 

日立 6 3 9  92歳 1 0 1 

珂北 8 4 12  91歳 0 0 0 

水戸 9 11 20  90歳 3 1 4 
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地区別     年齢別    

地区 男 女 計  年齢 男 女 計 

東西茨城 6 4 10  89歳 4 0 4 

鹿行 3 1 4  88歳 1 1 2 

土浦石岡 25 17 42  87歳 1 0 1 

つくば 0 4 4  86歳 0 4 4 

県南 2 2 4  85歳 6 5 11 

県西 8 4 12  84歳 2 4 6 

西南 10 5 15  83歳 14 4 18 

計 77 55 132  82歳 10 8 18 

     81歳 18 15 33 

     80歳 17 13 30 

     合計 77 55 132 

 

審査結果は以下の通り                   

最優秀 １組  優 秀 ５組  シニア賞 １組   

 

(３)歯科保健賞事業  

 

 [主旨・概要] 

昭和 60 年度に茨城県歯科医師会が第 37 回保健文化賞を受賞したことを記念し、「茨城県歯科保健賞」

を設け、茨城県と共催により、茨城県内において歯科保健の向上に尽くした団体、個人の功績に対し、

賞を贈り顕彰する。表彰は茨城県民歯科保健大会で行うものである。もって県民の歯科保健の向上によ

る健康増進に寄与することを目的としている。  

                               

 

[実施内容]  

 会 議 名：第２７回茨城県歯科保健賞審査会 

日  時：平成２５年９月１９日（木）午後２時～午後３時３０分 

場  所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：県関係者、マスコミ関係者、関係団体代表、役員、地域保健委員会委員等 

 

選考結果は以下の通り 

    歯科保健賞 １団体  奨励賞 １団体  

茨城県歯科医師会長より感謝状 １団体 

 

(４)歯科保健大会表彰・歯と口の健康フェスティバル 

 

[主旨・概要] 

８０２０・６４２４運動の一環として，生涯を通じた歯と口腔の健康づくりの普及啓発を図ると 

ともに、歯科保健の向上に功績のあった団体・個人や日頃から歯と口腔の健康づくりを実践され 

健康な歯を保っている方々を表彰することにより、歯科保健の一層の推進を図る。 
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歯科保健大会表彰に併設される「歯と口の健康フェスティバル」は、県民を対象として口腔衛生 

の向上に寄与する各種のイベントを企画したものとしている。 

 

［実施内容］ 

日  時：平成２５年１１月１０日(日) 午前１０時３０分～午後４時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：県民 

参加人数：８４７名 

テーマ・大会プログラム等は以下の通り 

テーマ：「健康は歯から～８０２０・６４２４をめざして～」 

①県民歯科保健大会 

主 催：茨城県歯科医師会、茨城県 

後 援：茨城県教育委員会、茨城県医師会、茨城県歯科衛生士会 

茨城県歯科技工士会、茨城県薬剤師会、茨城県看護協会、茨城県栄養士会 

茨城県食生活改善推進団体連絡協議会、茨城県老人クラブ連合会 

北関東歯科用品商協同組合茨城県支部 

茨城新聞社、茨城放送、８０２０・６４２４運動推進部会 

第一生命保険水戸支社、ＮＨＫ水戸放送局、朝日新聞水戸総局 

参加対象者：歯科保健関係者、行政関係者、教育関係者、関係団体等 

式典プログラム：1．開  会 

1．挨  拶 茨城県知事     橋本 昌 

 茨城県歯科医師会長 森永 和男 

1．来賓祝辞 

1．来賓紹介 

1．表  彰 

８０２０高齢者よい歯のコンクール 

親と子のよい歯のコンクール 

歯と口の健康に関するポスターコンクール 

茨城県歯科保健賞 

1．謝  辞 

1．閉  会 

 

②一般開放イベント『歯と口の健康フェスティバル』 

   ◆ホール催し 

○オープニング 水戸市立見川小学校金管バンド部による演奏 

○茨城ご当地ゆるキャラ大集合 

○茨城歯科専門学校学生による噛む事の効用説明「ひみこのはがいーぜ」 

◆体験・相談コーナー 

○フッ化物洗口体験 ○健康チェック 

○歯ぐきのサインを見逃すな  ○口の中の細菌観察・ブラッシング指導 



28 

 

○噛むカムチェック ○マネキン実習体験 

○利き水コンテスト ○動物石膏模型ペインティング 

◆茨城歯科専門学校オープンキャンパス 

○学校紹介、バザー、軽食販売、喫食コーナー 

◆展示コーナー 

○８０２０高齢者よい歯のコンクール受賞者インタビュー 

○親と子のよい歯のコンクール受賞者メッセージ 

○歯と口の健康に関するポスターコンクール優秀作品 

○ゆるキャラ紹介 ○噛むかむレシピ賞受賞作品 

○歯科専門学校紹介  

○人にやさしい器（ユニバーサルデザイン笠間焼） 

   

(５)食育関連事業  

 

［主旨・概要］ 

「噛むかむレシピコンテスト」は、噛む回数を増やすレシピを広く募集し、優秀作品を本会歯科医学会

の場で「噛むかむレシピ賞」として表彰し、もって口腔保健の向上による健康増進を目的とするもの

である。 

 

［実施内容］ 

 会 議 名：第３回噛むかむレシピコンテスト審査会 

 日  時：平成２６年１月１６日(木) 午前１０時～１１時４５分 

 場  所：茨城県歯科医師会館 

 出 席 者：調理専門学校教員、マスコミ関係者、関係団体代表、県関係者 

役員、地域保健委員会委員 

 

 応募状況は以下の通り 

一般の部 

区分 男 女 総計 

一般 01 17 018 

高校生  62 062 

中学生 48 83 131 

総計 49 161 211 

    

   小学生以下の部 

区分 男 女 総計 

小学 3年生 1  01 

小学 5年生  06 06 

小学 6年生 5 09 14 

不明 1 02 03 

総計 7 17 24 
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審査結果は以下の通り 

「噛むかむレシピ賞」  

 

一般の部     ８作品 

1「具だくさんカムカムスープ」  

2「レンコンいっぱい！かむかむボール」  

3「イカハンバーグ」  

4「きんぴらごぼう風和風オムレツ」  

5「いばらき五目野菜と豚肉のナッツガーリック炒め」  

6「蓮根ライスバーガー」  

7「レンコンとさつまいもの噛むかむ甘から炒め」  

8「干し芋入りシャキシャキれんこんかきあげ」  

小学生以下の部  ４作品 

1「梨サラダ」  

2「根菜の温サラダ」  

3「ほしいものは何？チーズでしょ！」  

4「ゴロゴロ具だくさんチヂミ」           

 

(６)産業口腔保健事業 

 

［主旨・概要］ 

「健口（ケンコウ）・歯つらつ（ハツラツ）事業所出前教室」は、事業所の従業員等を対象として、歯

周病予防の普及を行い、また各事業所での歯の健康づくり推進を図ることによって、県民の健康増進

に寄与することを目的としている。 

［実施内容］ 

日時・内容・場所・対象者・受講者数は以下の通り 

年月日 内 容 対象者 受講者数 

25.7.2（火） 
口腔保健について、口腔機能健康測定、歯

と口のケアについて 

県内各事業所安全

管理者等 
２１ 

25.8.7（水） 歯周病と全身の関わり 教職員等 ５０ 

25.10.1(火） 

「歯と口の健康維持と管理」、「歯と口を

健康に保つための実践アドバイス」 ・歯・

口を健康に保つためのケア ・現地出張者

へのアドバイス・家族への展開など 

安全衛生管理者、

従業員 

１２０（８００） 

ケーブルテレビに

て支社に同時中継 

25.11.14(木） 

「口腔保健について」、「歯と口を健康に

保つために」・歯・口を健康に保つための

ケア ・パパ、ママ、プレパパ、プレママ

へのへのアドバイス・噛むかむチェックな

ど 

労働管理者、構成

組織青年組合員 
７２ 
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25.12.17(水） 

口腔保健、腰痛・ＶＤＴ作業・ストレスと

メンタルヘルス・喫煙と生活習慣病対策、

口腔機能健康測定体験 

安全衛生管理者、

従業員 
２３ 

25.12.18(水) 
健康講話 「歯周病と全身の関わりについ

て」 

医療関係者、保健

関係者等 
３０ 

26.1.16（木） ヒューマンエラーと口腔保健との関係 

事業所安全衛生管

理者、従業員、産

業保健師等 

２１ 

７回 
３３７    

(１，１３７) 

 

 

 (７)口腔機能健康測定事業  

 

［主旨・概要］ 

６市町から、県歯科医師会に委託され地区歯科医師会と連携し、地域住民の口腔機能検査と結果の対応 

を行う事業である。また、歯周病の知識の普及を行い予防処置指導による市民の健康増進を目的とする。 

平成２５年度は、常総市、五霞町、桜川市、結城市、坂東市、境町において、本会への事業委託により

口腔機能健康測定を実施した。 

 

［実施内容］ 

日時・内容・場所・対象者・実施者数は以下の通り 

日時 内 容 場所 対象者 実施者 

25.7.9（火） 

口腔機能検査、歯周病についての集団指

導、ブラッシング指導、結果説明と個別保

健指導 

常総市水海道

保健センター 

40歳～ 

70歳の市民 
42 

25.7.10（水） 

口腔機能検査、歯周病についての集団指

導、ブラッシング指導、結果説明と個別保

健指導 

常総市石下保

健センター 

40歳～ 

70歳の市民 
31 

25.8.9（金） 
口腔機能検査、歯周病と生活習慣病につい

ての講話、口腔ケアアドバイス、個別指導 

五霞町保健セ

ンター 
五霞町民 22 

25.9.12（木） 
口腔機能検査、歯周病と生活習慣病につい

ての講話、口腔ケアアドバイス、個別指導 

桜川市大和中

央公民館 
桜川市民 17 

25.9.20（木） 
口腔機能検査、歯周病と生活習慣病につい

ての講話、口腔ケアアドバイス、個別指導 

結城市健康増

進センター 
結城市民 24 

26.2.19（水） 

口腔機能検査、歯周病についての集団指

導、ブラッシング指導、結果説明と個別保

健指導 

境町保健セン

ター 

30～69歳の

町民 
18 

26.2.20（木） 

口腔機能検査、歯周病についての集団指

導、ブラッシング指導、結果説明と個別保

健指導 

境町保健セン

ター 

30～ 70 歳の

町民 
13 
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日時 内 容 場所 対象者 実施者 

26.2.26（水） 

口腔機能検査、歯周病についての集団指

導、ブラッシング指導、結果説明と個別保

健指導 

坂東市岩井保

健センター 

40・50・60・

70歳の市民 
81 

26.2.27（木） 

口腔機能検査、歯周病についての集団指

導、ブラッシング指導、結果説明と個別保

健指導 

坂東市岩井保

健センター 

40・50・60・

70歳の市民 
79 

計 9 回（6市町） 327 

 

 

 

 

(８)共済組合歯周病検診事業 

 

［主旨・概要］ 

 茨城県市町村職員共済組合並びに警察共済組合茨城県支部からの委託を受け、節目検診として４０歳、

４５歳、５０歳、５５歳、６０歳の共済加入組合員を対象に、会員の歯科医院で歯周疾患検診を行って

いる。 

 

［実施内容］ 

(a)茨城県市町村職員共済組合歯周病検診事業 

実施期間：平成２５年６月１日～平成２６年３月３１日 

協力歯科医院：４１１件 

受診者内訳は以下の通り           地区歯科医師会別内訳は以下の通り 

 

年齢 男性 女性 全体  地区名 実施会員 受診者数 

20歳代 0 0 0  日立 35 52 

30歳代 43 22 65  珂北 45 80 

40歳代 182 105 287  水戸 49 87 

50歳代 217 94 311  東西茨城 30 66 

60歳代 64 26 90  鹿行 29 56 

70歳代 0 0 0  土浦石岡 34 62 

合計 506 247 753  つくば 43 79 

     県南 66 111 

     県西 50 109 

     西南 30 51 

     総計 411 753 
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(b)警察共済組合茨城県支部歯周病検診事業 

実施期間：平成２５年６月１日～平成２６年３月３１日 

協力歯科医院：６４件 

受診者内訳は以下の通り            地区歯科医師会別内訳は以下の通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(９)歯科保健普及事業 

 

［主旨・概要］ 

県民を対象として本会の８０２０・６４２４情報センターを中心に、県委託事業として下記①から⑤を

行い、県民の口腔衛生知識の向上による健康増進を目的とする。 

①フッ化物活用事業  

幼児期からの歯と口腔の健康づくり推進のため、むし歯予防としてのフッ化物洗口の普及を図る事

業。モデル保育所において、フッ化物についての情報提供及びフッ化物洗口の導入と継続への支援

を行う。 

  

②歯科講座      

８０２０・６４２４情報センターを拠点に、保健関係者、学校関係者、地域の健康づくり推進ボラ

ンティア等を対象に、参加者の希望や特性に応じて「口腔と生活習慣病」、「歯の健康と食育」、「口

腔ケアと介護予防」等をテーマにした歯科研修を行う。また、関係機関等からの依頼を受け、県内

各地で実施した研修会、講演会等に講師を派遣した。 

   

③心身障害者（児）歯科予防講習会 

  心身障害者（児）福祉施設関係者を対象とした研修会を開催し、その口腔ケア知識の普及や技 

術向上を図った。 

  

④歯科医院禁煙支援事業 

  喫煙が及ぼす口腔への影響についての知識の普及と県民の禁煙を支援するため、「禁煙支援・相談 

年齢 男性 女性 全体  地区名 実施会員 受診者数 

30歳代 6 0 6  日立 2 2 

40歳代 20 6 26  珂北 4 4 

50歳代 35 5 40  水戸 19 24 

60歳代 0 0 0  東西茨城 5 5 

合計 61 11 72  鹿行 2 2 

     土浦石岡 9 9 

     つくば 10 12 

     県南 5 6 

     県西 6 6 

     西南 2 2 

     総計 64 72 



33 

 

歯科医院」の認証とホームページによる認証歯科医院の公開を行うとともに禁煙支援の研修会を開 

催する。 

  

⑤歯科保健媒体・データの作成 

  茨城県の歯科保健データ収集及び分析結果で歯科保健媒体を作成し、保育所・学校・市町村等へ貸

し出し、県民の歯科保健意識の向上や関係者の活動支援を目的としている。 

［実施内容］ 

①フッ化物活用事業 

日時・保育所、市町村、内容・対象者・受講者数は以下の通り 

年月日 保育所 内容 対象者 人数 

25.7.3（水） 守谷市内保育所 
フッ化物洗口実施の確認 

継続指導 
園児、保育士 120 

25.7.4（水） 守谷市内保育所 
フッ化物洗口実施の確認 

継続指導 
園児、保育士 60 

25.7.11（木） 日立市内保育園 フッ化物に関する講話 
園児、保育士 

保護者 
150 

25.8.28(水） 
ひたちなか市内 

保育園 

フッ化物洗口指導 

実施導入（週１回法） 
園児、保育士 82 

25.10.1（火） 五霞町内保育園 
フッ化物洗口実施の確認 

継続指導 

園児、保育士 

保護者 
16 

25.11.13（木） 日立市内保育園 フッ化物に関する講話 
園児、保育士 

保護者 
150 

26.1.17(金） 五霞町内保育園 
フッ化物洗口実施の確認 

継続指導 

園児、保育士 

保護者 
17 

26.1.17(金） 笠間市内保育園 フッ化物の洗口についての指導 園児、保育士 51 

26.1.27（月） 小美玉市内保育園 フッ化物の洗口についての指導 
園児、保育士 

看護士 
21 

26.1.28（火） 小美玉市内保育園 フッ化物洗口についての指導 
園児、保育士 

看護士 
48 

25.6.25（火） 古河市内保育園 フッ化物洗口についての指導 保護者、園児 24 

25.7.10（水） 古河市内保育園 フッ化物洗口についての指導 園児、職員 24 

25.10.16（水） 古河市内保育園 フッ化物洗口についての指導 園児 24 

26.2.6(金） 筑西市内保育園 フッ化物についての保健指導 保育士 12 

計 １４回 799 
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②歯科講座  

ア．歯科医師会館８０２０・６４２４情報センターにて実施した講座 

実施日・事業名・内容・対象者・受講者数は以下の通り 

実施日 事業名 内 容 対象者 受講者 

25.5.24（金） 
オープン 

キャンパス 

歯と口の健康、情報センターの活

動、歯科専門職とは 

オープンキャンパス

参加者（高校生） 

保護者 

31 

25.6.12（水) 学校見学会 

歯と口の健康、歯科衛生士、歯科

技工士とは～歯科医療を支えるプ

ロフェッショナルをめざして 

県立高等学校 2年生 3 

25.6.14（金） 学校見学会 

歯と口の健康、歯科衛生士、歯科

技工士とは～歯科医療を支えるプ

ロフェッショナルをめざして 

女子高等学校 2年生

教員 
17 

25.6.21（金） 
オープン 

キャンパス 

歯と口の健康、情報センターの活

動、歯科専門職とは 

オープンキャンパス

参加者（高校生） 

保護者 

23 

25.7.31（水） 体験入学 
歯と口の健康、情報センターの活

動、歯科専門職とは 

体験入学参加者（高

校生）、保護者 
62 

25.8.21（水） 
オープン 

キャンパス 

歯と口の健康、情報センターの活

動、歯科専門職とは 

オープンキャンパス

参加者（高校生） 

保護者 

37 

25.9.27（木） 

医科大学生 

実習 

講義「口腔と全身の関係、たばこ

と口の健康、要介護者の口腔ケア、

医科歯科連携について」 

医学部学生 

（5 年生） 
4 

25.10.3（木） 

地域施設見学 

（まちたんけ

ん隊） 

歯の健康について、会館内見学 
水戸市立小学校 2 年

生、保護者、教員 
36 

26.2.6 (木） 
医科大学生実

習 

講義「口腔と全身の関係、たばこ

と口の健康、要介護者の口腔ケア、

医科歯科連携について」 

医学部学生（5年生） 7 

26.2.7 (金） 
高校生職場体

験 

歯と口の健康、情報センターの活

動、歯科専門職とは、タバコと口

の健康、要介護者の口腔ケア 

女子高等学校 1年生 1 

26.3.25（火） 体験入学 
歯と口の健康、情報センターの活

動、歯科専門職とは 

体験入学参加者 

（高校生） 
14 

計 11 回 235 

 

 

 

イ．出張講話  

実施日・内容・場所・対象者・受講者数は以下の通り 

実施日 内 容 場所 対象者 
受講

者数 

25.4.24（水） 
食べることは生きること～口からはじめ

る健康づくり、健口体操 

県西地区 

保健センター 

食生活改善推

進員 
54 
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25.4.25（木） 

健口づくりキャンペーン  

口からはじめるアンチエイジング～お口

の健康と全身の関わり 

西南地区 

総合センター 

民生委員 

児童委員 
130 

25.5.20（月） 
母子の歯科保健（歯の発生、発育と異常、

乳幼児のむし歯予防、妊産婦の歯の衛生） 
看護専門学校 学生 26 

25.5.27（月） 

14:00～15:00 

口腔清掃指導（義歯清掃、舌の清掃、う

がい）、口腔機能向上体操、職員への口腔

ケアについてのアドバイス 

珂北地区 

介護施設 

職員 

施設利用者 
36 

25.7.2（火） 
口腔保健について、口腔機能健康測定、

歯と口のケアについて 
水戸市内ホテル 健康保険組合 21 

25.7.5（金） 
歯と口の健康～子どもの健康を守るため

に 

小美玉市立 

小学校 

学校保健委員

会 
35 

25.8.1（木） 
労働者の口腔保健について、口腔機能健

康測定 

メディカルセン

ター 
医師 71 

25.8.28（水） 
摂食・嚥下研修会 直接訓練・間接訓練

実習指導 
特別支援学校 教員 104 

25.9.10（水） 
「食べることは生きること～口からはじ

める健康づくり」 

水戸市内市民 

センター 

学級参加者 

(水戸市民） 
32 

25.9.27（金） 

健口づくりキャンペーン  

「口腔と全身の関わり～口からはじまる

健康づくり」 

鹿行地区市民セ

ンター 

市民カレッジ

参加者 
20 

25.10.4（金） 
口は健康の入り口 噛むかむチェック体

験 
県立高等学校 

高校 1年生生

徒、教員 
46 

25.10.8（火） 

家庭教育学級 1 年生保護者対象 歯と

食育（咀嚼、口腔機能、歯と口の健康） 

児童対象 永久歯への生え替わり、噛む

かむチェック 

下妻市立小学校 
小学校 1年生 

保護者 
54 

25.10.17（木） 
歯の健康と食育～噛むことから伝える食

育支援～ 

生涯学習 

センター 

県民大学「歯と

口から考える

健康づくり」参

加者 

21 

25.11.19(火） 

健口づくりキャンペーン  

「歯・口の健康と食育～噛ミング 30、口

腔ケアについて」健口体操 

珂北地区 総合

福祉センター 
一般住民 62 

25.11.28(木） 
口腔ケアと介護予防～口からはじめるア

ンチエイジング～ 

生涯学習 

センター 

県民大学「歯と

口から考える

健康づくり」参

加者 

21 

25.12.4（水） 

健口づくりキャンペーン  

口腔と全身の関わり～生活習慣病と歯周

病の深～い関係 

鹿行地区  

保健センター 
一般市民 41 

25.12.18（水） 要介護者の口腔ケアについて 福祉専門学校 
介護福祉課学

生 
33 

25.12.19（木） 
お口のケアでもっと健康に！「歯周病と

生活習慣病のオトナ講座」 

鹿行地区  

保健センター 
一般市民 37 
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26.1.25（土） 口は生きる入り口～食べる・話す・笑う 

土浦・石岡地区

市民総合センタ

ー 

一般市民 177 

26.3.5（水） 
フッ化物応用の効果と実際、フッ化物洗

口を体験しよう 

県南地区 

保健所 

保健関係者、保

育所・幼稚園職

員 

21 

計 20 回 1,042 

 

③心身障害者（児）歯科予防講習会 

日時・事業名・内容・対象者・受講者数は以下の通り 

日時 事業名 内 容 対象者 人数 

25.8月～ 

26.1月 
摂食嚥下研修会 

全 6回 

障害児・者の食べる機能を育て

るために 

歯科関係者、障害者

施設職員、養護教諭

等 

全 6回 

修了者 

46 

25.11.3（火） 

18:20～19:50 

障害児（者）歯

科予防講習会 

障害児・者の口の使い方、噛む

ことと健康 

歯科医師、歯科衛生

士、施設職員、学校

関係者、保健関係者 

77 

 

④歯科医院禁煙支援事業 

研修会名：禁煙支援研修会 

   日時：平成２５年１２月５日(木)午後１時３０分 

   場所：茨城県歯科医師会館 

対象者：歯科医師、歯科衛生士、市町村・保健所保健関係者 

受講者数：４５名 

 演題・講師は以下の通り 

   「禁煙講演の実際 ＰＣを持って講演に出かけよう」 

茨城県歯科医師会 常務理事 渡辺 進 先生 

 

 ・禁煙支援・相談歯科医院   平成２５年度新規認証１２件   認証歯科医院合計 ３３２件 

 ・禁煙支援・相談実施件数   （各認証歯科医院における相談実績の合計） 

 

 

  

年代 
合計 

１０歳代 
２０歳

代 

３０歳

代 

４０歳

代 
５０歳代 ６０歳代 

７０歳以

上 

男性 1 136 190 224 178 156 54 939 

女性 1 68 144 138 63 33 13 460 

男女計 2 204 334 362 241 189 67 1,399 
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⑤歯科保健媒体・データの作成 

 

  歯科保健の啓発普及活動で活用するパネルを作成し、地区歯科医師会、保健所、学校、保育所等に

貸し出しを行う他、県内の幼児歯科健診、保育所歯科健康診断、学校歯科健診等のデータをとりまと

め、ホームページに掲載している。 

 

(10)生活習慣病歯科対策事業     

 

［主旨・概要］ 

県民を対象に歯周病と生活習慣病の関連に関する知識の普及と適切な歯科保健習慣の定着を図るため 

生活習慣予防のための研修会を行い、知識の習得と他職種との連携体制の構築を図っている。平成２５

年度は、歯科医学会において、地域保健委員会の企画として外部講師を依頼し、講演会を行った。 

また、生活習慣病フォーラム、産業交流祭において、歯と口の健康ブースを出展し、歯周病チェック、

咀嚼力チェックや歯科相談・保健指導を行った。 

 

［実施内容］ 

 ①講演会 

  講演会名：生活習慣病歯科対策講演会 

日  時：平成２６年２月９日(日)午後１時３０分～午後３時３０分 

  場  所：水戸プラザホテル 

  対 象 者：歯科関係者 

   受講者数：４５名 

   演題は以下の通り 

「あなたは生活習慣病をどのように説明できますか、 

           どのように効果的な指導に結びつけられますか」 

労働衛生コンサルタント 南栃木病院 小林 淳 先生 

 

②歯科保健指導 

日時・事業名・内容・対象者・受講者数は以下の通り 

日時 事業名 内 容 場所 対象者 人数 

25.9.21（土） 

 

生活習慣病 

中央フォーラム 

唾液による歯周病チェック、結

果説明と指導、位相差顕微鏡に

よる保健指導、パンフレット配

布、パネル展示 

メディカル

センター 
一般住民 109 

25.11.2（土） 

 
産業交流祭 

位相差顕微鏡による口腔内細菌

観察、噛む力のチェック、個別

歯科相談・保健指導、パンフレ

ット配布、パネル展示 

珂北地区 

総合体育館 
一般住民 230 

25.11.3（日） 

 
産業交流祭 

位相差顕微鏡による口腔内細菌

観察、噛む力のチェック、指石

膏模型作製、個別歯科相談・保

健指導、パンフレット配布、パ

ネル展示 

珂北地区 

総合体育館 
一般住民 390 
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日時 事業名 内 容 場所 対象者 人数 

26.1.25（土） 

 
健康フォーラム 

唾液による歯周病チェック、ガ

ムによる噛む力のチェック、歯

科保健指導、DVD 映写、パンフ

レット配布、パネル展示 

土浦・石岡

地区総合セ

ンター 

一般住民 55 

計 4 回 784 

 

 

 

(11)歯と口の健康に関するポスターコンクール 

 

［主旨・概要］ 

県下小中学校の生徒・学生から「歯と口の健康に関するポスター」を集め、第１次、２次審査を経て受

賞者を決定し、最優秀作品は日本学校歯科医会主催の全国コンクールに出展する。 

県青少年の生涯に渡る口腔保健の向上による健康増進に寄与することを目的としている。 

 

［実施内容］ 

  会 議 名：歯と口の健康に関するポスターコンクール審査会 

 

（a）第一次審査会 

日  時：平成２５年９月１２日(木)午前９時～午後５時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：役員１名 学校歯科委員１０名 美術学識経験者２名 

応募状況は以下の通り 

保健所名  小学校 中学校 合 計 

学校数 審査対象 学校数 審査対象 

水戸  53 106 16 30 136 

特支援学

校 

2 4 1 2 6 

ひたちなか  15 30 1 2 32 

常陸大宮  29 56 9 18 74 

 特支援学

校 

1 1 1 1 2 

日立  25 49 13 25 74 

鉾田  24 48 3 6 54 

潮来  5 9 2 4 13 

竜ヶ崎  21 40 3 5 45 

土浦  29 56 6 11 67 

つくば  31 60 6 11 71 

特支援学

校 

1 2   2 

筑西  34 68 10 18 86 

常総  37 74 10 20 94 

古河  25 50 10 20 70 

合計  332 653 91 173 826 
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第 1次審査の結果、各保健所管轄ごとに、小学校 5点、中学校 3点の優秀作品を選出し、第 2次

審査へ提出を行った。 

 

（b）第二次審査会 

日  時：平成２５年９月１９日(木)午後２時～４時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：役員１名  

審査結果は以下の通り  

小学校の部 

知事賞 １作品  教育長賞 １作品  歯科医師会長賞 １作品  

優秀賞 ５作品  佳作 １０作品 

中学校の部 

知事賞 １０作品  教育長賞 １作品  歯科医師会長賞 １作品 

優秀賞 １作品  佳作 ５作品 

 

(12)歯科医学会公開講座  

 

［主旨・概要］ 

県民を対象として、歯科保健に関する内容で大学教授等を講師として公開講座を開催し、もって県民の

歯科保健知識の向上による健康増進を目的とするものである。 

 

［実施内容］ 

日  時：平成２６年２月９日(日) 

場  所：水戸プラザホテル 

対 象 者：主に一般県民を対象 

参加人数：１０４名 

演題・講師等は以下の通り 

    公開講座Ⅰ 10:00～12:00 

歯がいい人はボケにくい ―歯と口から始めるアンチエイジング― 

日本歯科大学附属病院臨床教授 倉治ななえ 先生 

公開講座Ⅱ 13:30～15:30 

 なぜ，かかりつけ歯科医がいる人は長生きか 

首都大学東京 大学院 教授 星 旦二 先生 

公開講座Ⅲ 12:30～16:00 

弁当プロジェクト―「食べる」を育てる・維持する・補う― 

いばらき専門カレッジリーグ 

茨城県歯科医師会 

食文化研究会 
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【シンポジウム】 

（1）健康生活のための咀嚼機能向上 

松本歯科大学 総合歯科医学研究所 顎口腔機能制御学部門 教授 

 増田裕次 先生 

（2）歯科保健を一層推進するために必要なこと―新潟県における歯科保健の取組から― 

新潟県監査委員（元新潟県福祉保健部長） 石上和男 先生 

 

(13)義歯刻銘事業共催  

 

［主旨・概要］ 

技工士会との共催により、介護施設等での高齢者の義歯に無償で刻銘を行ない、義歯の取り違えを防止

することによって高齢者の口腔機能の維持を目的とするものである。 

 

［実施内容］ 

 日  時：平成２５年８月２５日（日）午前９時～１０時 

 場  所：特別養護老人ホーム「日立市 萬春園」 

 出 席 者：歯科医師１名 

 

(14)よい歯の学校表彰 

 

［主旨・概要］ 

県内小中高校を対象として、う蝕と歯周疾患の罹患状況及び予防指導、学校保健委員会活動、教職員の

研修状況等に関する調査で優秀校を選出し、県青少年の健全な発育に寄与することを目的としている。 

 

［実施内容］ 

 大 会 名：茨城県学校保健・学校安全研究大会 

日  時：平成２６年１月２３日(木)午前１０時 

場  所：県民文化センター大ホール 

出 席 者：役員１名 

 大会目的・日程・表彰校等は以下の通り 

 目的 学校保健・学校安全に関する講演及び実践研究の発表並びに学校保健・学校安全 

関係の表彰等を行い，もって学校保健・学校安全の充実発展に資する。 

日程 

9:30 10:00 10:20 11:00 11:40 12:10 13:10 13:45 15:15 15:30 

受付 開会行事 表彰 実践研究発表 行政説明 昼食 行政説明 講演 閉会行事 

内容 

（1）学校保健・学校安全関係表彰 

ア 茨城県健康推進学校 

イ 茨城県よい歯の学校 
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ウ 茨城県学校保健功労者 

（2）実践発表 

発表校：高萩市立秋山小学校 (県委託，学校保健・学校安全研究推進校) 

（3）講 演 

「学校生活や教育活動等における事故の現状と対策」 

日本安全教育学会理事長 渡邉 正樹 

    

「茨城県よい歯の学校」表彰校 

茨城県よい歯の学校として、平成 26年 1月 23日、県民文化センターで開催された茨城県学校保

健・学校安全研究大会の席上において、次の学校が表彰された。 

 

（1）茨城県教育委員会教育長賞 

（小学校） １０校  （中学校） ６校   

（高等学校） １校  （特別支援学校） １校 

（2）茨城県歯科医師会長賞 

（小学校） ５校   （中学校） ２校 

（高等学校）１校   （特別支援学校）１校 

 

(15)口腔ケア講習会  

 

［主旨・概要］ 

介護施設関係者、一般市民を対象として、要介護者の口腔ケアの方法及び栄養管理の知識、技術の向上

を図るもの。 

 

［実施内容］ 

（a）講習会名：口腔ケア・ベーシック講習会 

日  時：平成２５年９月８日(日)午前９時５０分～午後０時３０分 

場  所：神栖市保健・福祉会館(神栖市保健センター) 

対 象 者：医療関係者を対象  

参加人数：６３名  

演題・講師は以下の通り 

「認知症の食を支える基礎知識」 

東京都健康長寿医療センター研究所 平野 浩彦 先生 

 

（b）講習会名：口腔ケア・ベーシック講習会 

日  時：平成２６年１月２６日(日)午前１０時 

場  所：友部保健センター 

対 象 者：医療関係者を対象  

参加人数：４６名  

演題・講師は以下の通り 
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「お口でおいしく食べるために」 

茨城県歯科医師会介護保険委員会 土子 吉久 先生 

 

（c）講習会名：口腔ケア・アドバンス講習会 

日  時：平成２６年３月２３日(日)午後１時 

場  所：取手市福祉交流センター 

対 象 者：医療関係者を対象  

参加人数：３３名 

テーマ・演題・講師は以下の通り 

  テーマ 『要介護高齢者への食支援』 

「口腔ケアの基礎的概念・要介護高齢者への食支援」 

茨城県歯科医師会介護保険委員会委員 高橋  健 

「窒息事故の対応」 

茨城県歯科医師会介護保険委員会委員 丸山 憲一 

 

(16)学校歯科保健研修会 

  

［主旨・概要］ 

県内学校保健関係者を対象として学校における歯科保健知識の普及と啓蒙を行なう。その内容は、学校

保健安全法、歯科保健情報、歯科検診後の指導、児童虐待への歯科所見からの対応、学校管理下での口

腔外傷への対応となっている。 

 

［実施内容］  

日  時：平成２５年８月８日(木) 午前１０時 

場  所：茨城県総合福祉会館コミュニティホール 

対 象 者：県下の幼稚園、小中学校、高等学校の保健関係者、学校歯科医、歯科衛生士  

参加人数：２３５名 

演題・講師等は以下の通り 

 講演「口から育てる食育と学校歯科保健」 

昭和大学名誉教授 向井美惠先生 

質疑応答 

ライオン学童歯みがき大会の紹介 

 

 

(17)全国共通がん医科歯科連携講習会 

  

［主旨・概要］ 

厚生労働省から日本歯科医師会への委託事業で、本会が共催する。がん患者の周術前・周術期・緩和ケ

アにおいて口腔ケアは重要であり、その口腔ケアを担当する歯科医師の「質」を担保することを目的に

全国共通の講習会を開催する。 



43 

 

［実施内容］  

日  時：平成２６年３月９日(日) 午前１０時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

対 象 者：歯科医師  

参加人数：１０２名 

演題・講師等は以下の通り 

「全国共通がん医科歯科連携講習」（DVD講習） 

（1）がん治療総説 

国立がん研究センターがん対策情報センター長 若尾文彦先生 

（2）がん手術と口腔ケア 

国立がん研究センター中央病院歯科医長 上野尚雄先生 

（3）がん薬物療法を受ける患者の歯科治療・口腔ケア 

前静岡県立静岡がんセンター歯科口腔外科 部長 大田洋二郎先生 

（4）頭頸部放射線療法、放射線化学療法の患者への歯科治療・口腔ケア 

国立がん研究センター中央病院歯科医長 上野尚雄先生 

（5）BMA(Bone Modifying Agents)の使用に関連する顎骨壊死と歯科治療・口腔ケア 

国立がん研究センター中央病院歯科医長 上野尚雄先生 

（6）がん医療における緩和ケアと歯科治療・口腔ケア 

①緩和ケア概論 

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科臨床腫瘍学分野教授 

三宅 智 先生 

②コミュニケーション 

国立がん研究センターがん対策情報センター がん医療支援研究部長 

加藤雅志先生 

③がん終末期の患者における口腔ケア 

国立がん研究センター中央病院歯科医長 上野尚雄先生 

（7）がん患者における歯科治療の実際」 

①頭頸部放射線治療後の患者における歯科治療事例 

国立がん研究センター中央病院歯科医長 上野尚雄先生 

②がん薬物療法中の患者における歯科治療事例 

前静岡県立静岡がんセンター歯科口腔外科 部長 大田洋二郎先生 

質 疑 

連携登録用紙の記入・修了証交付 
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５．情報発信事業 

 

歯科医師及び県民を対象として（１）から（３）の歯科保健情報の発信を行い、県民の健康増進に寄与

することを目的としている。 

 

（１）茨歯報ＩＴ事業  

 

［主旨・概要］ 

本会のホームページで、口腔衛生情報、口腔ケア情報、歯科医学情報と県歯科医療機関、障害者歯科治

療センターの紹介、及び本会主催の各種コンクール、表彰事業等の案内を掲載し、県民の歯科保健の意

識向上のための情報提供を行っている。 

歯科医師には歯科医療情報並びにＩＴ技術情報の発信を随時行い、県民の歯科保健の向上に寄与するこ 

とを目指している。 

 

［実施内容］ 

 掲載ページ・項目等は以下の通り  

   

（a）ページ名：「8020・6424情報センター」 

     ≪項目≫ 常設展示・啓発事業 教育・研修事業 ビデオライブラリー  

茨城県歯科保健目標 歯と口の健康づくり 8020・6424 推進条例  

健康づくり指導媒体 県民歯科ミニ講座 

          事業所出前健康教室 よい歯のコンクール 茨城県歯科保健賞について 

          噛むかむレシピコンテスト 禁煙支援・相談歯科医院  

フッ化物応用協力歯科医院 茨城ご当地よ坊さん 

  （b）ページ名：「県民の皆様へ」 

     ≪項目≫ 広報事業 災害対策 歯と口の健康づくり 8020・6424 推進条例 

          子ども・女性を守る 110番の歯医者さん 茨城県民歯科保健大会  

在宅歯科医療連携室 茨城県病院歯科医会 県民公開講座  

身障者・小児歯科治療センター 歯科助手認定講習会 

   （c）ページ名：「あなたの街の歯医者さん」 

     ≪内容≫ 県民がかかりたい歯科医院を地図から検索できるように、本会会員の歯科医院情

報を地区別に公開している。 

          公開情報：住所 電話番号 診療日・時間 ホームページ等 

   （d）ページ名：「医療関係者の皆様へ」 

     ≪項目≫ 講習会・研修会案内 過去の掲載情報 茨城県歯科医学会  

学校歯科保健関係者の皆様へ SHP Dent.いばらき がん医科歯科連携 

周術期管理講習 在宅歯科医療連携室 障害者歯科医療連携  

歯科衛生士再始動プログラム 

  （e）ページ名：「本会紹介」 

     ≪項目≫ 本会紹介 ディスクロージャー 会章について 入会案内 
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          茨城県歯科医師国民健康保険組合 (有)アイ・デー・エス  

お問い合わせ・アクセス 

 

（２）広報誌発行事業  

 

［主旨・概要］ 

会員および関係機関を購読対象とした月刊の広報誌であり、予算決算報告、本会事業の案内、各種

研修会等の研修内容の紹介を行ない歯科医学、社会保険情報を伝達して県民への歯科医療推進と社会

保険の適正運用につなげることを目的としている。 

 

［実施内容］ 

 会報発行実績は以下の通り 

平成 25年 04月 04月号 530号（ 60 ページ） 

平成 25年 05月 05月号 531号（ 46 ページ） 

平成 25年 06月 06月号 532号（ 44 ページ） 

平成 25年 08月 7・8月合併号 533号（ 68 ページ） 

平成 25年 09月 09月号 534号（ 92 ページ） 

平成 25年 10月 10月号 535号（ 60 ページ） 

平成 25年 11月 11月号 536号（ 86 ページ） 

平成 25年 12月 12月号 537号（ 68 ページ） 

平成 26年 01月 01月号 538号（ 60 ページ） 

平成 26年 02月 02月号 539号（ 46 ページ） 

平成 26年 03月 03月号 540号（ 44 ページ） 

 

（３）新聞紙面、情報誌、マスコミ等による情報発信事業  

 

［主旨・概要］ 

県民向けに日刊新聞紙面等を利用して、定期的に歯科保健の向上に関わる情報の発信を行っている。更

に単発に新聞紙面、及び NHK デジタル放送による歯科保健情報の発信も実施して県民の健康増進に寄与

することを目的としている。 

 

［実施内容］ 

 主な情報発信実績について、年月・掲載誌・広報媒体・実施内容・掲載記事内容は以下の通り。 

年 月 掲載誌・広報媒体 実施内容 掲載記事内容 

25.5月 
市町村広報紙、タ

ウン誌 

親と子のよい歯のコンクール、高齢者よ

い歯のコンクールＰＲ 

親と子のよい歯のコンク

ール参加者募集、高齢者よ

い歯のコンクール参加者

募集 

25.5月 関係機関への説明 茨城県歯科保健賞 
候補者、候補団体募集、推

薦依頼周知 
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25.6月 
ポスター掲示、配

布、パネル展示 
歯と口の健康週間ＰＲ 歯と口の健康週間周知 

25.10月 
市町村広報紙、タ

ウン誌 
歯と口の健康フェスティバル 開催のお知らせ記事作成 

25.11月号 茨城新聞情報誌 健康と医療 掲載記事作成 健康長寿社会と 8020運動 

25.11.6 
ＮＨＫ水戸放送局 

生放送 

お知らせ隊 テレビ生出演（歯科専門学

校 歯科衛生士科学生の出演指導） 

歯と口の健康フェスティ

バルＰＲ、みがこーモン出

演 

25.11.8 

茨城新聞、 

いい歯の日 

特集記事 

よい歯のコンクール受賞者プロフィー

ル、ポスターコンクール受賞作品、歯科

保健賞受賞団体紹介、歯科保健大会・歯

の健康フェスティバルお知らせ等の記

事作成、新聞社との連絡調整 

いい歯の日広報企画 

25.11.8 
茨城放送 

（ラジオ生出演） 

ラジオ生出演 

 

いい歯の日、歯の健康につ

いて、歯の健康フェスティ

バル周知ＰＲ 

26.01月 
社会福祉協議会法

人紹介 

法人紹介誌面にて、茨城県歯科医師会Ｐ

Ｒ 

公益法人化についての記

事作成 

26.2月 防災ハンドブック 歯科医師会の紹介、ＰＲ 

生きる力を支える生活の

医療、歯科医師会の災害対

策の取組 

26.3月 
茨城新聞情報誌 

 

歯の健康Ｑ＆Ａ 掲載記事作成 

歯と歯の間のお手入れ、歯周病予防 

歯間清掃用具の説明、歯周

病と全身の関わり、セルフ

ケアとプロフェッショナ

ルケア 
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６．相談・助言事業 

 

県民及び関係団体を対象として歯科に関連する（１）（２）の相談・助言を行い、県民の健康増進に寄

与することを目的としている。 

 

（１）医療相談事業  

 

［主旨・概要］ 

県民を対象として毎月 2回（第 1第 3木曜日）に、歯科医療および社会保険に関する電話による相談事

業を行ない、県民への正しい歯科医療及び医療保険に関する知識提供を行う。 

 

［実施内容］ 

実施期日：毎月第一、第三木曜日 午後 2時～5時 

 電話件数：１１２件 

 実施期日・日別件数・担当者数は以下の通り 

 

実施期日 件数 担当者数 

平成 25年 04月 04日 2件 3名 

平成 24年 04月 18日 5件  3名 

平成 25年 05月 02日 4件 3名 

平成 25年 05月 16日 4件 3名 

平成 25年 06月 06日 6件 3名 

平成 25年 06月 20日 7件 3名 

平成 25年 07月 04日 2件 3名 

平成 25年 07月 18日 2件 3名 

平成 25年 08月 01日 2件 4名 

平成 25年 08月 22日 2件 5名 

平成 25年 09月 05日 6件 5名 

平成 25年 09月 19日 5件 3名 

平成 25年 10月 03日 6件 4名 

平成 25年 10月 17日 7件 4名 

平成 25年 11月 07日 6件 3名 

平成 25年 11月 21日 8件 4名 

平成 25年 12月 05日 3件 4名 

平成 25年 12月 19日 5件 4名 

平成 26年 01月 09日 3件 4名 

平成 25年 01月 16日 2件 3名 

平成 26年 02月 06日 6件 3名 

平成 26年 02月 20日 7件 4名 

平成 26年 03月 06日 6件 4名 

平成 26年 03月 20日 6件 4名 
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（２）歯科保健相談事業 

 

［主旨・概要］ 

市町村、学校、事業所等関係団体からの歯科保健事業に関する相談、及び一般県民からの歯科保健に関

する相談に答えることにより健康増進に寄与するものである。 

 

［実施内容］ 

  歯科保健事業についての相談件数：２２５件 

             相談対象：一般県民、歯科医師 

市町村、学校、事業所、関係団体等 
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７．関係団体補助事業 

 

［主旨・概要］ 

歯科医療に関係する団体を対象として補助事業を行い、県民の健康増進及び男女共同参画に寄与するこ

とを目的としている。 

 

［実施内容］ 

 補助対象の団体名・事業実施日・事業内容・補助金額は以下の通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 事業実施日 事業内容 補助金額 

茨城県つくば歯科医師会 
平成 25年 08月 24日 

～25日 

「まつりつくば」での歯科啓蒙

活動 
100,000円 

茨城県南歯科医師会 平成 25年 10月 27日 
第 5 回ファミリーコンサートの

開催 
100,000円 

珂北歯科医師会 平成 25年 11月 09日 平成 25年度総合防災訓練 050,000円 

東西茨城歯科医師会 平成 25年 11月 09日 平成 25年度総合防災訓練 100,000円 

日立歯科医師会 平成 25年 10月 27日 
「ふくしボランティアまつり」

での歯科啓蒙活動 
050,000円 

茨城・県西歯科医師会 平成 25年 11月 26日 口腔ケア研修会の開催 100,000円 

茨城県女性歯科医会 平成 26年 02月 09日 学術講演会の開催 120,000円 

土浦石岡歯科医師会 平成 25年 11月 10日 第 14回公開講座の開催 100,000円 

水戸市歯科医師会 平成 26年 01月 25日 
「水戸在宅医療・介護体験・学

習フェア」での歯科啓蒙活動 
060,000円 

日立歯科医師会 平成 26年 01月 25日 
地域健康ファーラム IN日立の 

開催 
050,000円 

茨城県歯科衛生士会 平成 25年度 運営補助 784,000円 
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８．茨城歯科専門学校事業 

 

【主旨・概要】 

歯科医療を支える歯科医療技術者の養成を行い、県民の健康増進に寄与することを目的としている。 

 

【実施内容】 

1．訪問介護員研修事業 

 

平成 25年 3月 12日付、介護職員初任者研修事業者の指定を受ける。 

歯科衛生士科学生を対象とした平成 25 年度介護職員初任者養成研修の実施計画が、平成 25 年 3

月 12日付で承認された。 

 

2．入学者（25年 4月入学） 

  

歯科衛生士科第 45期生（53名） 

歯科技工士科第 42期生（21名） 

 

3．運営委員会・講師会・打合会等諸会議 

                                

場  所：茨城県歯科医師会館及び茨城歯科専門学校 

日時・会議名・出席者数は以下の通り 

日時 会議名 出席者数 

平成 25年 5月 16日（木）午後 2時 第 1回学校運営委員会・第 1回講師会（合同） 31名 

平成 26年 2月 13日（木）午後 3時 第 2回学校運営委員会 12名 

平成 26年 2月 13日（木）午後 1時 30分 第 2回講師会 25名 

平成 26年 3月 20日（木）午後 2時 第 3回講師会 19名 

平成 25年 8月 22日（木）午後 6時 臨床実習講師会 50名 

平成 25年 7月 31日（水）午後 1時 第 1回体験入学 2名 

平成 25年 8月 22日（水）午後 1時 第 2回体験入学 2名 

平成 25年 9月 28日（土）午前 9時 第 3回体験入学 2名 

平成 26年 3月 25日（火）午後 1時 第 4回体験入学 4名 

平成 25年 5月 24日（金）午後 3時 第 1回オープンキャンパス 4名 

平成 25年 6月 21日（金）午後 3時 第 2回オープンキャンパス 4名 

平成 25年 7月 4日（水）午後 3時 入試説明会 3名 

平成 25年 10月 10日（木）午後 1時 30分 入試打合会 9名 

平成 25年 10月 24日（木）正午 第 1回合否決定委員会（指定校推薦入試） 5名 

平成 25年 11月 7日（木）午後 3時 第 2回合否決定委員会（公募推薦入試） 7名 

平成 26年 1月 23日（木）午後 0時 45分 第 3回合否決定委員会（第１回一般入試） 7名 

平成 26年 3月 13日（木）午後 1時 第 4回合否決定委員会（第 2回一般入試） 3名 

平成 25年 6月 12日（水）午前 11時 保護者懇談会（衛生士科 2年生） 4名 

平成 25年 10月 10日（木）午後 3時 保護者懇談会（衛生士科 3年生、技工士科 2年生） 5名 
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※26年度入学生入試結果は以下の通り 

Ｈ26.3.31 

現在 

学科別 応募者 受験者 合格者 辞退者 入学手続者 手続後辞退者 入学予定者計 

歯
科
衛
生
士
科 

指定校推薦 09 09 09 00 09 0 
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推薦 36 36 36 01 36 1 

第 1回一般 08 06 06 02 04 0 

第 2回一般 02 02 02 01 01 0 

歯
科
技
工
士
科 

第 1回推薦 11 

 
11 

(男6,女5) 

 
10 

（男5,女
5） 

00 

 
10 

（男5,女
5） 

0 
 

13 

（男 7,女 6） 

 

第 1回一般 04 

 
04 

(男2,女2) 

 
04 

(男2,女2) 
01 

 
03 

(男2,女1) 
0 

第 2回一般 01 

 
01 

(男1) 

 
01 

(男1) 
01 00 0 

 

4．式 典 

 

場  所：茨城県歯科医師会館 講堂 

日時・式典名・出席者数は以下の通り 

日時 式典名 出席者数 

平成 25年 4月 10日（木）午前 10時 入学式（衛生士科 53名、技工士科 21名） 19名 

平成 25年 6月 12日（水）午前 10時 戴帽式（衛生士科 53名 内 1名欠席） 12名 

平成 26年 3月 5日（水）10時 卒業式（衛生士科 50名、技工士科 11名） 22名 

 

5．出 張 

 

会議名・出張日・場所・出席者数は以下の通り 

会議名 出張日 場 所 出席者 

専任教員講習会Ⅱ（衛） 25.7.29～8.2 朝日大学歯科衛生士専門学校 1名 

関東甲信越地区会総会・協議会（衛） 25.8.3 東京都歯科医師会館 2名 

専任教員講習会Ⅱ（技） 25.8.5 東京医科歯科大学 1名 

新任教員講習会（技） 25.8.5～6 東京医科歯科大学 1名 

専任教員講習会Ⅳ（衛） 25.8.19～23 日本歯科大学東京短期大学 1名 

 25.8.26～30 日本大学桜門会館 1名 

日本歯科衛生教育学会 25.11.30～12.1 千葉県立保健医療大学 2名 

日本学生支援機構 

奨学業務連絡協議会 

26.2.03 東京国際交流館プラザ平成 1名 

全技協臨時総会 26.2.17 日本歯科大学 1名 

歯科衛生士国家試験 26.3.03 早稲田大学早稲田キャンパス 2名 
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6. 講演会・研修会 

 

 (１)講演会(特別講義) 

 

日  時：平成２５年４月１１日(木) 午前９時～午前１０時３０分 

場  所：茨城県歯科医師会館 

受 講 者：歯科衛生士科・歯科技工士科全学生 

内容：演題・講師は以下の通り 

      「茨城の魅力・課題と将来展望 ～茨城の若者に送るエール～」 

前茨城県副知事 上月良祐先生 

  (２)交通安全講話 

 

日  時：平成２５年７月２４日(水) 午前１０時３０分～午前１１時３０分 

場  所：茨城県歯科医師会館 

受 講 者：歯科衛生士科・歯科技工士科全学生 

内容：演題等は以下の通り 

      「交通安全について」 

水戸警察署派遣講師 

 

7．歯科衛生士巡回臨床実習実績 

 

  実習日・施設名・指導歯科医師は以下の通り 

実習日 施 設 名 指導歯科医師 

10月 23日 あゆみ園 担当委員 1名 

10月 30日 あゆみ園 担当委員 1名 

11月 13日 ボイス社 役員 1 名 

11月 20日 育心園 担当委員 1名 

11月 27日 はげみ 役員 1 名 

12月 18日 みのり 役員 1 名 

01月 08日 第二若葉園 役員 1 名 

01月 22日 ひだまり 役員 1 名 

02月 05日 慈雍厚生園（中止）  

02月 19日 ユーカリの里 役員 1 名 

02月 26日 きらきら 役員 1 名 

02月 28日 ボイス社 担当委員 1名 

計 10施設（11回） 延 11 名 
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8．修学旅行、研修旅行 

 

日時・対象・内容・引率者数は以下の通り 

日時 対象 内容 引率者数 

平成 25 年 9 月 11 日（水）

～13日（金） 

歯科衛生士科 3学年 50名（2名欠席） 

北海道(旭山動物園)方面 

4名 

平成 25 年 9 月 12 日（木）

～13日（金） 

歯科技工士科 2学年 13名（全員）  

那須方面 

3名 

平成 25年 6月 30日(日) 

 

歯科技工士科 1学年 18名（2名欠席） 

2学年 13名（1名欠席） 

第 31回日本顎咬合学術大会参加 

(東京国際フォーラム) 

3名 

平成 25年 8月 1日(木) 

 

歯科衛生士科 2学年 49名（2名欠席）  

東歯大解剖学教室、千葉病院見学 

2名 

 

9．国家試験結果 

 

  試験日・受験者数・合格発表日・合格者数は以下の通り 

 

歯科技工士国家試験 2月 12，13日 11名受験（茨城歯科専門学校） 

合格発表 3月 14日 11名合格 

 

歯科衛生士国家試験 3月 02日 50名受験（早稲田大学早稲田キャンパス） 

合格発表 3月 27日 47名合格，3名不合格 

（他 24年度卒業生 2名合格） 

（他 23年度卒業生 1名不合格）
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９．障害者歯科治療センター事業 

 

［主旨・概要］ 

一般歯科診療所では対応が困難な身体障害者の歯科治療を行い、県民の健康増進に寄与することを

目的にしている。 

水戸市と土浦市で身体障害者歯科治療センターを開設し、専任の歯科医師、歯科衛生士を有して施

設、在宅の障害者の歯科治療及び口腔衛生管理を行っている。現在水戸市センターでは静脈内沈静

法を利用した治療を行っているが、精神及び肉体的負担軽減と短期集中的治療を目的とした全身麻

酔導入への準備を行っている。 

 

［実施内容］ 

1．補助金の受給 

茨城県からの茨城県心身障害者（児）歯科診療所運営費補助金として茨城県身体障害者・小児

歯科治療センターならびに茨城県土浦心身障害者歯科治療センター分 8,382,000 円の交付が 25

年 5月 10日付で決定した。 

 

2．運営委員会・打合会等諸会議 

 

場  所：茨城県歯科医師会館 

日時・会議名・出席者数は以下の通り 

 

 

 

3．研修会・講演会等 

 

(１)日  時：平成２５年５月２８日(火)午後１時３０分～午後４時５０分 

  場  所：水戸特別支援学校 

  演題・講師は以下の通り 

     「安全な食事をするために」（食形態や誤嚥等の危険） 

口腔センター歯科医師 

(２) 日  時：平成２６年２月１２日(水)午後３時２０分～午後４時５０分 

   場  所：茨城県立水戸聾学校 

   演題・講師は以下の通り 

     「食べる機能を育てるための食事指導」（全職員対象） 

口腔センター歯科衛生士 

 

日時 会議名 出席者数 

平成 25年 11月 3日（日）午後 4時 30分 第 1回水戸・土浦歯科治療センター合同打合会 19名 

平成 25年 9月 5日（木）午後 4時 30分 第 1回センター運営委員会 13名 

平成 26年 2月 13日（木）午後 4時 30分 第 2回センター運営委員会 15名 

平成 25年 5月 14日（火）午後 6時 特別支援学校機能強化事業打合せ会 4名 
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(３) 日  時：平成２６年２月２６日(水)午前１０時～正午 

   場  所：ひたちなか市総合福祉センター 

   講話名・講師等は以下の通り 

      講話「口腔の仕組みや歯の健康・咀嚼について」 

及び歯磨き指導（通所児童の保護者対象） 

「心身障害者児療育訓練センター野蒜教室・かなりや教室」 

口腔センター歯科衛生士 

(４) 講習会名：心身障害者講習会 

日  時：平成２５年６月９日(日)午後１時３０分～午後３時３０分 

    場  所：茨城県歯科医師会館 

   参 加 者：３８名 

    演題・講師は以下の通り 

    「求められる歯科医師と大学の対応」 

杉山哲也先生 

「茨城県障害児者歯科医療の最前線」 

（1）障害児・者に対する歯科的管理の有用性と困難性について 

渡辺佳樹先生 

（2）歯科衛生士としての口腔保健と社会活動を通じての口腔保健について 

大内千裕歯科衛生士 

                

 

 (５) 講習会名：特別支援学校機能強化事業研修会 

日時・場所は以下の通り。口腔センター職員による指導を行った。 

日時 支援学校  日時 支援学校 

平成 25年 7月４日(木) 

午後 1時～午後 5 時 

飯富  平成 25年 9月 5日（木）

午前 10時～午後 5時 

美浦 

平成 25年 7月 10 日(水) 

午後 1時～午後 5 時 

下妻  平成 25年 10月 9日（水）

午前 10時～午後 5時 

水戸 

平成 25年 7月 11 日（木）

午後 1時～午後 5 時 

内原  平成 25年 9月 25日（水）

午前 10時～午後 5時 

結城 

平成 25年 8月 2日（金） 

午前 10時～午後 5時 

境  平成 25年 10月 23日（水）

午前 10時～午後 5時 

協和 

平成 25年 8月 8日（木） 

午後 1時～午後 5 時 

つくば  平成 26年 01月 22日（水）

午前 10時～午後 5時 

下妻 

平成 25年 8月 9日（金） 

午後 1～午後 5時 

美浦  平成 25年 12月 18日（水）

午前 10時～午後 5時 

内原 

平成 25年 8月 28 日（水）

午前 10時～午後 5時 

水戸  平成 26年 01月 22日（水）

午前 10時～午後 5時 

境 

平成 25年 9月 11 日（水）

午前 10時～午後 5時 

飯富  平成 26年 01月 29日（水）

午前 10時～午後 5時 

つくば 

平成 25年 11月 27 日（水）

午前 10時～午後 5時 

飯富  平成 25年 12月 12日（木）

午前 10時～午後 5時 

美浦 

平成 25年 10月 3 日（木）

午前 10時～午後 5時 

下妻  平成 25年 12月 04日（水）

午前 10時～午後 5時 

水戸 
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平成 25年 10月 30 日（水）

午前 10時～午後 5時 

内原  平成 25年 12月 11日（水）

午前 10時～午後 5時 

結城 

平成 25年 9月 25 日（水）

午前 10時～午後 5時 

境  平成 26年 02月 05日（水）

午前 10時～午後 5時 

協和 

平成 25年 11月 14 日（木）

午前 10時～午後 5時 

つくば    

 

 

(６) シンポジウム名：1都 4県口腔保健センターにおける障害児者歯科医療の取り組みと課題 

日  時：平成２６年２月９日(日)午後１時～午後４時 

    場    所：水戸プラザホテル 

   参 加 者：４５名 

    演題・講師は以下の通り 

講演 1：障害児者歯科医療における口腔保健センターの果たすべき役割 

東京歯科大学副学長・社会歯科学研究室教授 石井拓男先生 

講演 2：群馬県：歯科総合衛生センターにおける障害児者歯科医療の取り組みと課題 

群馬県歯科総合衛生センター指導医 

東京歯科大学小児歯科学講座講師 辻野啓一郎 先生 

講演 3：埼玉県：口腔保健センターにおける障害児者歯科医療の取り組みと課題 

埼玉県歯科医師会口腔保健センター診療科長 高野宏二先生 

講演 4：東京都：東京都立心身障害者口腔保健センターにおける障害児者歯科医療の取り

組みと課題 

東京都立心身障害者口腔保健センター教育研修室長 山口さやか先生 

講演 5：千葉市：千葉市総合保健医療センターにおける障がい児者歯科医療の取り組みと

課題 

千葉市歯科医師会障がい者歯科保健委員会委員長 小峯久直先生 

講演 6：茨城県：身体障害者小児歯科治療センターにおける障害児者歯科医療の取り組み

と課題 

茨城県身体障害者小児歯科治療センター 大森勇市郎先生 

 

4．出 張 

（1）第 30回日本障害者歯科学会総会及び学術大会 

   出 張 日：平成 25 年 10月 11日（金）～13日（日） 

   用 務 先：神戸国際展示場（神戸市） 

   出 席 者：6名 

 

（2）食事指導に関するガイドブック作成委員会 

   用 務 先：茨城県庁会議室 

日時・出席者数は以下の通り 

日時 出席者数  日時 出席者数 

平成 25年 6月 21日（金） 

午後 3時～午後 5時 

2名  平成 25年 12月 11日（水） 

午後 3時～午後 5時 

2名 
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平成 25年 8月 22日（木） 

午後 3時～午後 5時 

2名  平成 26年 01月 17日（金） 

午後 3時～午後 5時 

2名 

平成 25年 10月 4日（金） 

午後 3時～午後 5時 

2名    

 

（3）医療安全講習会 

   日  時：平成 26 年 3月 20日（木）午後 6時 30分 

   用 務 先：茨城県県南生涯学習センター 

   出 席 者：1名 

 

（4）診療報酬改定説明会 

   (a)水戸会場 

日  時：平成 26年 3月 26日(水) 午前 10時～午前 11時 30分 

      用 務 先：茨城県民文化センター大ホール 

      出 席 者：2名 

(a)牛久会場 

日  時：平成 26年 3月 25日（火）午後 1時 30分～午後 3時 

      用 務 先：牛久市中央生涯学習センター文化ホール 

      出 席 者：2名 

 

5．平成 25年度事業経過 

（1）心身障害児者診療実績（水戸） 診療延人数６，１３７名  診療日数１９２日 

（2）心身障害児者診療実績（土浦） 診療延人数２，８４０名  診療日数２２７日 

（3）小児予防歯科実績表（水戸）  診療延人数  ２３１名  診療日数 ４７日 
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〔２〕委員会概況 

 

1. 学術委員会 

 

（1）第 1回学術委員会 

日  時： 平成 25年 5月 30日（木）午後 19時 10分 

場  所：おかざき矯正歯科クリニック 

出 席 者：10名  

報告事項：以下の通り 

協議事項：以下の通り 

（1）歯科医学会誌編集について 

（2）県歯全体委員会について 

（3）日歯生涯研修セミナーについて ７月 21日（日） 

（4）シンポジウムについて 10月 20日(日) 

（5）公開講座講師について 

 

（2）第 2回学術委員会 

日    時：平成 25 年 7月 18日（木）午前 10時 30分 

場    所：茨城県歯科医師会館 役員室 

出 席 者 ：11名  

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 

 

（3）第 3回学術委員会 

日    時：平成 25 年 7月 21日（日）午後 4時 20分 

場    所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者 ：11名  

協議事項：以下の通り 

（1）がん拠点病院と各支部との連携について 

（2）シンポジウムについて 

（3）茨城県歯科医学会について 

（4）演題、抄録 

 

（4）第 4回学術委員会 

日  時：平成 25 年 9月 5日 (木)午後 6時 

場  所：「おかざき矯正歯科クリニック」 

出 席 者：11名 

報告事項：以下の通り 

（1）歯科医学会編集について 



59 

 

（2）栃木県歯科医学会について 

（3）懇親会費について 

協議事項：以下の通り 

（1）シンポジウムについて（10／20） 

（2）茨城県歯科医学会について（2／9） 

（3）ＨＩＶ医療講習会について（エイズ予防財団） 

（4）がん医科歯科連携医療講習会について 

 

（5）第 5回学術委員会 

日  時：平成 25 年 10月 20日 (日)午後 6時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：10名 

報告事項：以下の通り 

（1）歯科医学会について 

（2）栃木県歯科医学会について 

（3）その他 

協議事項：以下の通り 

（1）シンポジウムについて 

（2）第 22回茨城県歯科医学会について 

（3）がん医科歯科連携医療講習会について 

 

（6）第 6回学術委員会 

日  時： 平成 25年 12月 14日（土）午後 7時 

場  所：水戸プラザホテル 

出 席 者 ：11名  

協議事項：以下の通り 

（1）第 22回歯科医学会について 

（2）イングトップ・プラザホテル担当者との打ち合わせ 

（3）ダイレクトクラウンについて 

（4）がん医科歯科連携について 

 

（7）第 7回学術委員会 

日  時：平成 26 年 3月 9日（日）午後 4時 

場  所：茨城県歯科医師会館 役員室 

出 席 者：10名 

報告事項：以下の通り 

（1）第 22回歯科医学会について 

（2）ダイレクトクラウン講習会について 

（3）その他 

協議事項：以下の通り 
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（1）ダイレクトクラウン講習会について 

（2）日本歯科医師会生涯研修セミナーについて 

（3）茨城県歯科医学会、抄録、講演について 

（4）その他 

（5）次回日程 

 

2. 医療管理委員会 

 

（1）第 1回医療管理委員会 

日  時：平成 25 年 5月 16日（木）午前 9時 30分 

場  所:茨城県歯科医師会館 

出 席 者 :11名  

報告事項：以下の通り 

（1）歯科衛生士再教育プログラムについて 

（2）歯科衛生士無料斡旋事業について 

（3）避難所口腔ケアプログラムの見直しについて 

（4）次年度の委員会編成について 

協議事項：以下の通り 

（1）次回歯科助手講習会の運営と時間配分について 

（2）スタッフセミナー、感染予防講習会について 

 

（2）第 2回医療管理委員会 

日    時：平成 25 年 6月 22日（土）午後 7時 

場    所：ホテルテラスザガーデン水戸 

出 席 者 ：13名  

協議事項：以下の通り 

（1）歯科助手講習会について 

（2）スタッフセミナーについて 

（3）医療安全管理講習会について 

（4）歯科衛生士再教育プログラムと無料職業紹介所（企画、検討、行動）につい

て 

 

（3）第 3回医療管理委員会 

日    時： 平成 25年 7月 18日（木）午前 10時 30分 

場    所： 茨城県歯科医師会館  

出 席 者：11名 

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 
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（4）第 4回医療管理委員会 

日    時：平成 25 年 11月 2日（土）午後 7時～ 

場    所：「ホテルルートイン古河駅前ロビー」 

出 席 者：11名 

協議事項：以下の通り 

（1）スタッフセミナーについて（11/3） 

（2）健康フェスティバルについて 

（3）平成 26年度年間スケジュール事業計画予算案について 

（4）医療監視改善報告書と県保健福祉部との協議題について 

（5）次年度歯科医学会企画について 

（6）衛生士無料職業紹介・復職支援講習会について 

 

（5）第 5回医療管理委員会 

日    時：平成 26 年 2月 8日（土）午後 7時 

場    所：ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸 

出 席 者：10名 

協議事項：以下の通り 

（1）平成 26年度日程について 

（2）県保健福祉部との懇談会について 

（3）歯科医学会協力について 

（4）塚崎講師からの協力依頼 

 

3. 広報委員会 

 

（1）第 1回広報委員会 

日    時：平成 25 年 4月 18日（木）午後 3時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者 ：6名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 4月号校正 

（2）会報 5月号編集 

（3）100周年記念誌について 

 

（2）第 2回広報委員会 

日    時：平成 25 年 5月 18日（土）午後 6時 

場    所：「スーパーホテルロビー」 

出 席 者 ：7名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 5月号校正 

（2）会報 6月号編集 
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（3）7月からの新体制について 

 

（3）第 3回広報委員会 

日    時：平成 25 年 6月 20日（木）午後 4時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者 ：7名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 6月号校正 

（2）会報 7月号編集 

（3）歯科コラム（茨城新聞） 

（4）7月以降の運営について 

 

（4）第 4回広報委員会 

日  時：平成 25 年 7月 18日（木）午前 10時 30分 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者 ：11名 

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 

（3）その他 

 

（5）第 5回広報委員会 

日  時：平成 25 年 8月 22日（木）午後 3時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席者  ：11名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 7・8月号の校正 

（2）会報 9月号の編集 

（3）歯科コラムについて 

（4）会報新企画について 

（5）歯の健康フェスティバルについて 

 

（6）第 6回広報委員会 

日  時：平成 25 年 9月 19日 (木)午後 3時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：9名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 9月号校正 

（2）会報 10月号編集 

（3）歯と口の健康フェスティバルについて 
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（4）茨城新聞連載「歯科コラム」について 

 

（7）第 7回広報委員会 

日  時：平成 25 年 10月 17日 (木)午後 3時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：11名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 10月号校正について 

（2）会報 11月号編集について 

（3）「日歯広報モニター」の推薦について 

（4）歯と口の健康フェスティバルについて 

 

（8）第 8回広報委員会 

日  時：平成 25 年 11月 21日 (木)午後 3時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：7名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 11月号校正 

（2）会報 12月号編集 

（3）新年 1月号「年男、年女」原稿依頼について 

 

（9）第 9回広報委員会 

日    時：平成 25 年 12月 19日 (木)午後 3時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者 ：7名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 12月号校正 

（2）会報 01月号編集 

（3）茨城新聞連載「歯科コラム」について 

（4）歯科医学会について 

 

（10）第 10回広報委員会 

日  時：平成 26 年 1月 23日 (木)午後 3時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：6名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 1月号校正について 

（2）会報 2月号編集について 

（3）茨城新聞連載「歯科コラム」について 

（4）臨時代議員会取材について 
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（5）歯科医学会取材について 

 

（11）第 11回広報委員会 

日    時：平成 26 年 2月 22日 (土)午後 6時 

場    所：「スーパーホテル ロビー」 

出 席 者：10名 

（1）会報 2月号校正 

（2）会報 3月号編集 

（3）茨城新聞連載「歯科コラム」について 

 

（12）第 12回広報委員会 

日    時：平成 26 年 3月 20日 (木)午後 3時 

場    所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：6名 

協議事項：以下の通り 

（1）会報 3月号校正について 

（2）会報 4月号編集について 

（3）茨城新聞連載「歯科コラム」について 

 

6．総務委員会 

 

（1）第 1回総務委員会 

日    時：平成 25 年 7月 18日（木）午前 11時 

場    所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：7名 

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 

 

（2）第 2回総務委員会 

日    時：平成 25 年 12月 5日（木）午後 5時 40分 

場    所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：8名 

協議事項：以下の通り 

（1）患者・家族からのクレーム対応について 

（2）損害賠償責任保険との関係 

（3）応招義務 

（4）迷惑患者と診療について 

（5）示談にあたっての留意点について 
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7．地域保健委員会 

 

（1）第 1回地域保健委員会 

日    時：平成 25 年 5月 30日（木）午後 3時 

場    所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：11名 

報告事項：以下の通り 

（1）日本産業衛生学会について 

協議事項：以下の通り 

（1）平成 25年度地域保健委員会事業について 

（2）平成 25年度茨城県からの委託事業について 

（3）口腔機能健康測定について 

（4）親と子のよい歯のコンクールについて 

（5）高齢者よい歯のコンクールについて 

（6）歯科保健賞について 

（7）事業所出前健康教室について 

（8）酸蝕症特殊健診について 

 

（2）第 2回地域保健委員会 

日    時：平成 25 年 7月 11日（木）午前 9時 30分 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：５名 

協議事項：以下の通り 

（1）親と子のよい歯のコンクール 書類審査・審査会準備 

（2）その他 

 

（3）第 3回地域保健委員会 

日    時：平成 25 年 7月 18日（木）午前 10時 30分 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：10名 

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 

 

（4）第 4回地域保健委員会 

日    時：平成 25 年 8月 22日（木）午後 2時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：11名 

協議事項：以下の通り 

（1）高齢者よい歯のコンクール受賞候補者選出・受賞候補者訪問インタビュー 
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（2）歯科保健賞候補者選出 

（3）酸蝕症特殊健診 

（4）フッ化物活用事業 

 

（5）第 5回地域保健委員会 

日    時：平成 25 年 9月 19日 (木)午前 9時 30分 

場    所：城県歯科医師会館 情報センター 

出 席 者 ：7名 

協議事項：以下の通り 

（1）8020 高齢者よい歯のコンクール審査 

（2）審査会準備について 

（3）産業歯科保健（酸蝕症）検診について 

（4）出前教室申し込みについて 

（5）フッ化物アンケートについて 

 

（6）第 6回地域保健委員会 

日  時：平成 25 年 10月 10日 (木)午後 3時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：11名 

協議事項：以下の通り 

（1）県民歯科保健大会について 

（2）歯と口の健康フェスティバルについて 

（3）噛むかむレシピコンテスト要項について 

（4）禁煙支援研修会について 

（5）歯科医学会について 

（6）その他 

 

（7）第 7回地域保健委員会 

日    時：平成 25 年 12月 5日（木）正午 

場    所：茨城県歯科医師会館 情報センター 

出 席 者：11名 

報告事項：以下の通り 

（1）公衆衛生学会について 

（2）事業所出前教室 連合茨城 

（3）全国歯科保健大会 大分市  

（4）県西生涯学習センター 県民大学 

協議事項：以下の通り 

（1）県民歯科保健大会・歯と口の健康フェスティバルについて 

（2）噛むかむレシピコンテスト審査会、表彰式について 

（3）歯科医学会について 
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（4）産業歯科保健についてのアンケートについて 

（5）フッ化物応用についてのアンケートについて 

 

（8）第 8回地域保健委員会 

日    時：平成 26 年 1月 16日（木）午前 9時 

場    所：茨城県歯科医師会館 第一会議室 

出 席 者：5名 

協議事項：以下の通り 

（1）噛むかむレシピ賞の選出について 

（2）賞状及び記念品について 

（3）表彰式について 

 

（9）第 9回地域保健委員会 

日    時：平成 26 年 3月 13日（木）午後 3時 30分 

場    所：茨城県歯科医師会館 情報センター 

出 席 者：11名 

報告事項：以下の通り 

（1）第 3回噛むかむレシピコンテスト審査会について 

（2）歯科医学会について 

（3）産業歯科及びフッ化物アンケートについて 

（4）その他 

協議事項：以下の通り 

（1）来年度事業概要 

（2）その他 

 

8．介護保険委員会 

（1）第 1回介護保険委員会 

日    時：平成 25 年 7月 18日（木）午前 10時 30分 

場    所：茨城県歯科医師会館 2階 国保役員室 

出 席 者：10名 

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 

（3）今年度の県委託事業「口腔ケア研究事業」 

（4）介護保険委員会年次計画 

 

（2）第 2回介護保険委員会 

日  時：平成 25 年 9月 6日（金）午後 6時 30分 

場  所：鹿島セントラルホテル 

出 席 者：12名 
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協議事項：以下の通り 

（1）今年度事業の詳細および進捗状況について 

（2）在宅歯科医療連携室についての課題について 

（3）その他 

 

（3）第 3回介護保険委員会 

日  時：平成 26 年 3月 22日（土）午後 7時 

場  所：取手セントラルホテル 

出 席 者：10名 

協議事項：以下の通り 

（1）次年度事業計画について 

（2）口腔ケア・アドバンス講習会について 

（3）その他 

 

9．学校歯科委員会 

 

（1）第 1回学校歯科委員会 

日    時：平成 25 年 4月 4日（木）午後 2時 

場    所：茨城県歯科医師会館 第一会議室 

出 席 者：9名 

報告事項：以下の通り 

（1）理事会報告 

（2）日本学校歯科医会報告 

協議事項：以下の通り 

（1）学校歯科医基礎研修会の日時と担当割りについて 

（2）学校歯科保健研修会について 

（3）ポスター審査会について 

 

（2）第 2回学校歯科委員会 

日  時：平成 25 年 7月 18日（木）午前 10時 30分 

場  所：茨城県歯科医師会館 別棟 2階 会議室 

出 席 者： 11名 

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 

 

（3）第 3回学校歯科委員会 

日    時：平成 25 年 9月 12日（木） 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：11名 



69 

 

協議事項：以下の通り 

（1）県民歯科保健大会準備・スケジュール等確認について 

（2）学校歯科保健研修会の反省について 

（3）よい歯の学校表彰評価基準について 

（4）歯・口の健康啓発標語コンクール要項について 

（5）マウスガード講習会について 

（6）日立市教育委員会での学校検診結果の扱いについて 

 

（4）第 4回学校歯科委員会 

日    時：平成 26 年 1月 16日（木）午後 3時 

場    所：茨城県歯科医師会館 第一会議室 

出 席 者：9名 

報告事項：以下の通り 

（1）理事会報告及び日学歯報告 

（2）全国学校歯科保健研究大会 

（3）全国学校保健研究大会 

協議事項：以下の通り 

（1）平成 26年度学校歯科委員会 事業予算修正について 

（2）学校歯科保健推進協議会の提出議題について 

（3）検診時の感染予防について 

（4）日学歯基礎研修会について 

（5）歯科医学会のポスターについて 

（6）検診基準についての打合せ 

 

10．社会保険委員会 

 

（1）第 1回社会保険委員会 

日  時：平成 25 年 4月 10日（水）午後 4時 

場  所：茨城県歯科医師会館 第一会議室 

出 席 者：25名 

報告事項：以下の通り 

（1）個別指導について 

（2）審査会情報について 

（3）理事会報告 

協議事項：以下の通り 

（1）委員の紹介 

（2）委員会の今年度事業予定について 

（3）委員、予備委員との連携について 

（4）IT対応の小委員会設置について 

（5）今年度の指導について 
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（6）厚生局、県との指導打合せについて 

 

（2）第 2回社会保険委員会 

日    時：平成 25 年 7月 18日（木）午前 10時 30分 

場    所：茨城県歯科医師会館 3階 第一会議室 

出 席 者：21名 

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 

 

（3）第 3回社会保険委員会 

日  時：平成 25 年 9月 4日（水）午後 3時～ 

場  所：茨城県歯科医師会館 第一会議室 

出 席 者：12名 

協議事項：以下の通り 

（1）合同協議会について 

（2）個別指導時の持参物の変更について 

（3）社会保険指導者研修会について 

（4）審査委員連絡協議会について 

（5）次回開催予定日について 

 

（4）第 4回社会保険委員会 

日    時：平成 25 年 11月 6日（水）午後 3時～ 

場    所：茨城県歯科医師会館 第一会議室 

出 席 者：12名 

協議事項：以下の通り 

（1）合同協議会について 

（2）共同指導について 

（3）次年度事業計画について 

 

（5）第 5回社会保険委員会 

日  時：平成 26 年 1月 8日（水）午後 3時 

場  所：茨城県歯科医師会館 第一会議室 

出 席 者：21名 

報告事項：以下の通り 

（1）集団的個別指導について 

（2）新規個別指導について 

（3）個別指導について 

（4）共同指導について 

（5）理事会について 
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協議事項：以下の通り 

（1）合同協議会結果について 

（2）次年度事業計画 

 

（6）第 6回社会保険委員会 

日    時：平成 26 年 3月 16日（日）午前 10時 

場    所：茨城県歯科医師会館 第一会議室 

出 席 者：24名 

協議事項：以下の通り 

（1）診療報酬改定に伴う新点数の各地区説明会について 

（2）その他 

 

（7）第 1回社会保険正副委員長会議 

日  時：平成 25 年 4月 10日（水）午後 3時 

場  所：茨城県歯科医師会館 県民相談室 

出 席 者：4名 

協議事項：以下の通り 

（1）第 1回社会保険委員会について 

（2）今年度の委員会の予定について 

（3）予備委員との連携について 

 

（8）第 2回社会保険正副委員長会議 

日    時：平成 25 年 9月 4日（水）午後 2時～ 

場    所：茨城県歯科医師会館 小会議室 

出 席 者：4名 

協議事項：以下の通り 

（1）第 3回社会保険委員会について 

（2）指導対策について 

（3）個別指導時の持参物の変更について 

（4）予備委員の今後の委員会出席について 

 

（9）第 3回社会保険正副委員長会議 

日    時：平成 25 年 11月 6日（水）午後 2時～ 

場    所：茨城県歯科医師会館 小会議室 

出 席 者 ：3名 

協議事項：以下の通り 

（1）第 4回社会保険委員会について 

（2）合同協議会について 

（3）指導について 

（4）関東信越審査委員連絡協議会について 
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（10）第 4回社会保険正副委員長会議 

日  時：平成 26 年 1月 8日（水）午後 2時 

場    所：茨城県歯科医師会館 小会議室 

出 席 者：4名 

協議事項：以下の通り 

（1）第 5回社会保険委員会について 

（2）合同協議題結果の会員伝達について 

（3）指導結果について 

（4）次年度事業計画について 

 

11．情報管理委員会 

（1）第 1回情報管理委員会 

日  時：平成 25 年 7月 18日（木）午前 10時 30分 

場  所：茨城県歯科医師会館 2階 県民相談室 

出 席 者：2名 

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 
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【２】収益事業・その他の事業 

収１ 賃貸事業 

 

[事業の趣旨目的] 

 本会会館は、定款で定める目的の達成のため、原則的には本会が独占的に使用しているが、会館

の一部を関係団体等に貸与している。また、使用予定がない時において、外部団体等により使用の

依頼のあった場合には、会館管理費を徴収し、貸与をしている。 

 

〔１〕実施事業報告 

 

［実施内容］ 

 ①事務室の賃貸事業 

  対象：有限会社アイ・デー・エス 

     茨城県歯科衛生士会 

     茨城県歯科医師国民健康保険組合 

     茨城県歯科医師連盟 

   

②会議室の賃貸事業 

  実績：関係団体２０件 
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収２ 物品販売等事業 

 

[事業の趣旨目的] 

 賃貸事業以外の収益事業で、具体的には、障害者治療センター内の歯ブラシ等の販売、茨城県歯

科医学会デンタルショーにおける出展業者からの展示料・広告料の徴収、事業所を対象とした歯科

健診、自動販売機の設置等があげられる。 

 

〔１〕実施事業報告 

 

［実施内容］ 

 1.第３５回茨城デンタルショーにおける展示・広告料の収益事業 

日  時：平成２６年２月９日（日） 

場  所：水戸プラザホテル 

出 展 社：５５社 

   

2.事業所歯科健康診査の実施による健診料の収益事業 

実績は以下の通り 

 実施期日 実施事業所の所在地区 受診者 

01 05.08（水） 鹿行 11 

  鹿行 38 

 08.21（水） 鹿行  1 

02 05.15（水） 鹿行 41 

03 05.30（木） 西南 37 

  西南  6 

04 05.08（水） 高萩 13 

 05.27（月） 日立 12 

 05.31（金） 日立   

05 06.19（水） 日立 78 

 06.26（水） 日立 75 

06 07.08（月） 西南 62 

07 08.28（水） 西南 46 

08 09.06（金） 土浦石岡 13 

 09.12（木） 〃  6 

 09.13（金） 〃  8 

09 11.07（木） 西南 34 

 〃 西南  5 

10 11.08（金） 鹿行 42 

 11.11（月） 日立  9 

  日立 10 

 12.06（金） 日立 85 

12 12.13（金） 日立 70 

 01.10（金） 鹿行 11 

13  鹿行 42 

 01.22（水） 西南 51 

14 01.24（金） 鹿行 28 
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 実施期日 実施事業所の所在地区 受診者 

15 01.27（水） 西南 61 

16 02.25（火） 水戸 16 

17 03.05（水） 土浦石岡  7 

18 03.12（水） 〃 12 

 03.20（木） 〃  6 

  13 事業所 936 

 

 3.水戸口腔センターにおける歯ブラシ等の販売 

  販売物品：歯ブラシ 歯間ブラシ デンタルフロス 歯磨剤・洗口剤 電動歯ブラシ 

       義歯用歯ブラシ 介護・口腔ケア用歯ブラシ 摂食スプーン他 

 

4.会館内における自動販売機の設置  

４社設置：水戸ヤクルト販売 伊藤園 利根コカコーラボトリング 

ジャパンビバレッジホールディングス 
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他１ 労働保険事業 

 

[事業の趣旨目的] 

 会員（事業主）の委託を受けて、事業主として処理すべき労働保険事務及び一般拠出金事務処理

を行っている。 

 

〔１〕実施事業報告 

 

［実施内容］ 

1．会議・研修 

（1）労働保険事務組合事務担当者研修会 

日  時： ①平成 25年 4月 19日（金）午後 1時 30分 

②平成 25年 10月 25日（金）午前 10時 

場    所：ホテルレイクビュー水戸 

出 席 者：１名 

 

（2）労働保険適正加入推進員研修会 

日  時：平成 25 年 6月 19日（水）午後 1時 

場  所：ホテルテラスザガーデン水戸 

出 席 者 ：１名 

 

（3）労働保険制度事業主説明会 

日    時：平成 25 年 11月 22日（金）午後 1時 30分 

場    所：ホテルレイクビュー水戸（水戸会場） 

出 席 者：１名 

 

（4）労働保険事務組合事務担当者会議 

日  時：平成 26 年 3月 24日（月）午後 1時 30分 

場  所：ホテルテラスザガーデン水戸 

出 席 者：１名 
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2．加入状況 

 （平成 26年 3月 31日 現在） 

 

 

診療所 従業員 特別加入 

25.4.1 26.3.31 増減 25.4.1 26.3.31 増減 25.4.1 26.3.31 増減 

日 立 67 67 0 203 206 3 0 0 0 

珂 北 81 79 -2 264 255 -9 2 2 0 

水 戸 87 87 0 236 241 5 0 0 0 

東西茨城 41 41 0 99 105 6 0 0 0 

鹿 行 46 46 0 157 158 1 0 0 0 

土浦石岡 81 82 1 214 214 0 0 0 0 

つくば 55 53 -2 151 147 -4 0 0 0 

県 南 58 57 -1 144 137 -7 1 1 0 

県 西 64 63 -1 192 176 -16 3 3 0 

西 南 42 40 -2 108 111 3 0 0 0 

合計 622 615 -7 1768 1750 -18 6 6 0 
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他２ 相互扶助事業 

 

[事業の趣旨目的] 

長期に渡り、本会が担う公益事業を継続していく上で、会員同士の意思の疎通は組織において必

要であるという観点から、会員間の親睦を深めることを目的に、レクリエーション、ソフトボール・

ゴルフ大会の開催や趣味の会の育成に対し補助を行っている。また、一定の年齢と在会年数の条件

を満たした会員に対する祝金・記念品の贈呈は、長期に渡る事業継続の努力に対して敬意を表すも

のであり、その他、長年に渡り歯科医療に従事・貢献した従業員・職員に対しては、永年勤続表彰

を行うことで、勤務に対する更なるモチベーションの向上に繋げている。本会は、会員・従業員等

の精神的な健康増進が、地域医療に貢献できる態勢に寄与するものと考え、相互扶助事業がその役

割を担うものと位置づけている。 

 

〔１〕実施事業報告 

 

［実施内容］ 

 1．厚生事業 

（1）第 35回茨城県親善歯科医師地区歯科医師会対抗ゴルフ大会 

日  時：平成 25 年 9月 5日（木）午前 8時～ 

場  所：宍戸ヒルズＣＣ東コース 

参 加 者：123名（会員 114名、招待者ほか 9名） 

 

（2）第 18回茨城県歯科医師親善地区対抗ソフトボール大会  

日  時：平成 25 年 10月 3日（木） 

場  所：水戸市総合運動公園 軟式野球場 

参 加 者：149名 

主  幹：東西茨城歯科医師会 

 

（3）白寿会記念品の贈呈 

本年度終身会員になられた 12名の方に記念品（オムロン体重体組成計）を贈った。 

 

（4）趣味の会への補助 

つりクラブへ 10万円、ゴルフクラブへ 13万円、テニスクラブへ 12 万円の補助を行った。 

 

（5）永年勤続従業員表彰 

平成 26年 3月 20 日に標記表彰を行った。 

表彰対象者：65名 

 

 

 



79 

 

2．表彰事業 

（1）長寿祝い金の贈呈 

敬老の日を記念して 5名に長寿祝い金（10万円）を贈った。 

 

（2）会員功労者表彰 

  長年にわたり本会運営に寄与された功績を称え、平成 26 年 3 月 20 日に、標記表彰を行

った。 

  表彰対象者：10名 

 

3．医療事故処理事業 

   会員の医療事故案件に関する打合せを以下の通り実施した。 

 

会 議 名：医療事故処理委員会・打合せ等  

場    所：茨城県歯科医師会館 

開催回数：８回 
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〔２〕委員会概況 

 

3．厚生委員会 

（1）第 1回厚生委員会 

日  時：平成 25 年 4月 4日（木）午後 3時 

場  所：宍戸ヒルズカントリークラブ 

出 席 者：11名 

協議事項 

（1）平成 25年度事業計画について 

（2）茨歯会ゴルフ大会について 

（3）支部対抗ソフトボール大会について 

（4）歯と口の健康フェスティバルについて 

（5）その他 

 

（2）第 2回厚生委員会 

日  時：平成 25 年 7月 18日（木）午前 10時 30分 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：9名 

協議事項 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）平成 25年度事業計画及び予算について 

 

（3）第 3回厚生委員会 

日  時：平成 25 年 8月 8日（木）午後 4時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：10名 

協議事項 

（1）第 35回茨歯会親善地区歯科医師会対抗ゴルフ大会の運営・組合せ作成 

（2）歯と口の健康フェスティバルの組織図・役割分担作成について 

 

（4）第 4回厚生委員会 

日  時：平成 25 年 9月 4日（水）午後 7時～ 

場  所：水戸市「でん助」 

出 席 者：9名 

報告事項： 

（1）理事会報告 

（2）その他 

協議事項： 

（1）第 35回茨城県歯科医師親善地区歯科医師会対抗ゴルフ大会の運営 

（2）歯と口の健康フェスティバルの着ぐるみの手配・企画 
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（3）防災マニュアルについて協議を行った。 

 

（5）第 5回厚生委員会 

日  時：平成 25 年 10月 17日（木）午後 2時 30分～ 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者 : 8名 

報告事項： 

（1）理事会報告 

（2）その他 

協議事項： 

（1）第 22回歯と口の健康フェスティバルについて 

（2）防災マニュアルについて 

（3）平成 26年度関東地区役員協議会について 

 

（6）第 6回厚生委員会 

日  時：平成 25 年 12月 4日（水）午後 7時 30分 

場  所：「でん助」 

出 席 者：9名 

協議事項： 

（1）本年度事業の反省 

（2）茨城県歯科医学会企画について 

（3）関東地区歯科医師役員協議会について 
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【３】管理部門 

 

〔１〕会員数の増減 

 

平成 25年 04月 01日 現在 1,315 名 

平成 26年 03月 31日 現在 1,323 名 

 

入  会 27 名 

増減内訳 死  亡 16 名 

退  会 03 名 

 

 

地区 平成 25年 4月 1日 平成 26年 3月 31日 増減 

日 立 120 121 1 

珂 北 142 143 1 

水 戸 153 155 2 

東西茨城 73 72 △ 1 

鹿 行 101 102 1 

土浦石岡 171 174 3 

つくば 115 115  

県 南 181 179 △ 2 

県 西 153 156 3 

西 南 106 106  

合計 1,315 1,323 8 
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〔２〕代議員会概況 

 

1．第 152回定時代議員会 

日    時：平成 25年 6月 27日（木）午前 10時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：代議員 42 名 役員 19名 茨城県歯科医師連盟会長 

議   事：以下の通り 

第 1号議案 平成 24年度一般会計収支決算に関する件 

第 2号議案 平成 24年度共済部会計収支決算に関する件 

第 3号議案 平成 24年度保障協会会計収支決算に関する件 

第 4号議案 平成 24年度会館管理会計収支決算に関する件 

第 5号議案 平成 24年度医療事故処理会計収支決算に関する件 

第 6号議案 平成 24年度労働保険事務組合会計収支決算に関する件 

第 7号議案 平成 24年度茨城歯科専門学校会計収支決算に関する件 

第 8号議案 平成 24年度茨城県身体障害者・小児歯科治療センター会計収決算

に関する件 

第9号議案 平成24年度茨城県土浦心身障害者歯科治療センター会計収支決算 

に関する件 

第 10号議案 平成 24年度収益事業会計収支決算に関する件 

第 11号議案 平成 24年度積立金会計収支決算に関する件 

第 12号議案 平成 24年度事業所健診会計・預り金会計収支決算に関する件 

第 13号議案 茨城県歯科医師会財産目録に関する件 

【監査報告】 

第 14号議案 役員の選任に関する件 

第 15号議案 日本歯科医師会代議員・予備代議員選挙に関する件 

協議事項：以下の通り 

所得割負担金から定額会費への移行について 

 

2．第 153回臨時代議員会 

日    時：平成 25年 7月 18日（木）午前 9時 30分 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：代議員 43 名 役員 19名 

議   事：以下の通り 

第 1号議案 代議員会議長及び副議長の選出に関する件 

第 2号議案 議事運営特別委員会委員の選出に関する件 

第 3号議案 裁定委員会委員の選任に関する件 

第 4号議案 選挙管理委員会委員の選任に関する件 

第 5号議案 平成 26年度会費・負担金等賦課徴収方法案に関する件 

協議事項：以下の通り 

所得割負担金から定額会費への移行について 
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3．第 154回臨時代議員会 

日  時：平成 26年 1月 30日（木）午後 1時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：代議員 43 名 役員 18名 

議    事：以下の通り 

第 1号議案 平成 26年度会費・負担金等賦課徴収方法の修正案に関する件 

協議事項：以下の通り 

所得割負担金から定額会費への移行について 
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〔３〕地区会長協議会概況 

 

1．第 1回地区会長連絡協議会 

日    時：平成 25年 7月 18日（木）午後 4時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：地区会長 10名 役員 19名 

協議事項：以下の通り 

（1）選挙管理委員の選出方法について 

（2）所得割負担金から定額会費への移行について 

（3）会費負担金等未納者の取り扱いについて 

（4）提出議題・要望等について 

（5）その他 

 

2．第 2回地区会長連絡協議会 

日    時：平成 25年 12月 12日（木）午後 4時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：地区会長 9名 役員 18名 

協議事項：以下の通り 

（1）年会費の定額制について 

（2）防災プロジェクトについて 

（3）全身麻酔導入経過報告 

（4）シニア共済経過報告 

（5）未入会会員対策について 

（6）病院歯科医の入会について 

（7）会費・負担金等の未納状況について 

（8）台風被害の状況について 

（9）がん診療医科歯科連携事業について 

（10）提出協議題・要望等について 

（11）その他 
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〔４〕理事会概況 

 

（1）第 1回理事会 

日    時：平成 25年 4月 17日（木）正午 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：17名  

役職の選定：以下の通り 

       （1）業務執行理事の選定 

報告事項：以下の通り 

（1）一般会務報告 

（2）会計現況報告 

（3）退会について 

（4）取手市ぬくもり医療支援事業の対象年齢拡大について 

（5）大洗町医療福祉費支給制度への公費負担番号の導入について 

（6）各委員会報告について 

厚生委員会 学校歯科委員会 社保委員会 専門学校 口腔センター 

（7）新規開業について 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）地区歯科医師会補助事業について（県南歯科医師会） 

（3）後援依頼について 

（4）高齢社会をよくする女性の会全国大会茨城について 

（5）歯の健康力推進歯科医師等養成講習会について 

（6）日本歯科医師会会長表彰候補者の推薦について 

（7）平成 25年度事業計画について 

（8）平成 25年度歯科保健賞要項について 

（9）平成 25年度親と子のよい歯のコンクール要項について 

（10）みがこーモン貸出規定について 

（11）茨城県歯科医師連盟との連携について 

（12）その他 

 

（2）第 2回理事会 

日    時：平成 25 年 5月 16日（木）午後 4時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：19名 

報告事項：以下の通り 

（1）一般会務報告 

（2）退会について 

（3）クールビズについて 

（4）監事の辞任について 
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（5）振り込め詐欺被害防止協力について 

（6）日本大学松戸歯学部との災害協定について 

（7）会費未納者の対応について 

（8）地域保健委員会予備委員の招集について 

（9）各委員会報告について 

地域保健委員会、学校歯科委員会、専門学校 

（10）監査報告 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）5月開業の歯科医院について 

（3）第 152回定時代議員会について 

（4）第 153回臨時代議員会について 

（5）茨歯会館の借用申込について 

（6）所得割負担金から定額会費への移行について 

（7）学校保健・学校安全表彰の推薦について 

（8）役員選挙実施要領について 

（9）周術期口腔機能管理講習会の共催依頼について 

（10）連盟との協議会について 

（11）防災・危機対応事業について 

（12）理事会資料のペーパーレス化について 

（13）茨城県知事選挙について 

（14）その他 

 

（3）第 3回理事会 

日  時：平成 25 年 6月 13日（木）午後 4時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者 ：19名 

報告事項：以下の通り 

（1）一般会務報告 

（2）退会について 

（3）医療費支給制度への公費負担番号導入について 

（4）後援依頼について 

（5）各委員会報告について 

学術委員会、医療管理委員会、地域保健委員会、専門学校 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）6月開業の歯科医院について 

（3）後援依頼について 

（4）後援依頼について 

（5）平成 24年度収支補正予算案について 
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（6）第 152回定時代議員会事前質問について 

（7）役員賞与・退職慰労金の支払方法変更（案）について 

（8）本会役員以外の退職慰労金規程（案）について 

（9）学術講演会などの講師料について 

（10）第 153回臨時代議員会について 

（11）平成 25年度公衆衛生事業功労者表彰について 

（12）顧問の委嘱について 

（13）茨歯連盟との関わりについて 

（14）その他 

 

（4）第 4回理事会 

日    時：平成 25 年 6月 27日（木）代議員会終了後 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：19名 

協議事項：以下の通り 

（1）代表理事である会長及び業務執行理事の選定について 

（2）その他 

 

（5）第 5回理事会 

日  時：平成 25 年 7月 18日（木）午後 2時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：19名 

報告事項：以下の通り 

（1）一般会務報告 

（2）退会について 

（3）医療費支給制度への公費負担番号導入について 

（4）7月開業の歯科医院について 

（5）疾病共済金の支給について 

（6）各委員会報告について 

医療管理委員会、地域保健委員会、専門学校 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）共催依頼について 

（3）共催依頼について 

（4）事業補助について 

（5）後援依頼について 

（6）茨城新聞掲載について 

（7）茨城歯科専門学校学則の一部変更（案）について 

（8）障害者歯科治療センター講習会について（予定） 

（9）アナフィラキシー講習会について 
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（10）歯の健康フェスティバル企画案について 

（11）講習会用における、懇親会宿泊費用について 

（12）在宅業務における、旅費日当について 

（13）各委員会委員の選出について 

（14）地区歯科医師会長協議会の提出議題について 

（15）平成 25年度関東地区歯科医師会役員連絡協議会について 

（16）ＴＰＰ問題について 

（17）防災組織について 

（18）平成 25年度学校保健課題解決支援事業について 

（19）茨城県学校保健会評議員について 

（20）その他 

 

（6）第 6回理事会 

日    時：平成 25 年 8月 22日（木）午後 4時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：19名 

報告事項：以下の通り 

（1）一般会務報告 

（2）退会について 

（3）後援依頼について 

（4）各委員会報告について 

厚生委員会、医療管理委員会 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）後援依頼について 

（3）後援依頼について 

（4）災害歯科医療に関する東日本大震災関連調査への協力について 

（5）寄付金のお願い（いばらき腎バンク） 

（6）長寿祝金、白寿記念品について 

（7）第 52回全国学校保健優良校の表彰について 

（8）口腔センター運営委員会について 

（9）茨城県総合リハビリテーションケア学会からの一般演題発表協力依頼につい

て 

（10）口腔ケアベーシック講習会講師謝礼について 

（11）平成 25年度ＨＩＶ医療講習会の実施について 

（12）平成 25年度災害コーディネーター研修会開催について 

（13）講習会における、懇親会宿泊費用について 

（14）茨城県歯科医師税務協議会委員について 

（15）平成 25年度茨城県肝炎対策協議会委員の推薦について 

（16）歯の健康力推進歯科医師等養成講習会について 
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（17）代議員、委員等の交通傷害保険について 

（18）予備委員の選出について 

（19）山口県への災害見舞金について 

（20）第 2種会員の会費減免制度について 

（21）その他 

 

（7）第 7回理事会 

日    時：平成 25 年 9月 19日（木）午後 4時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：17名  

報告事項：以下の通り 

（1）一般会務報告 

（2）退会について 

（3）後援等許可について 

（4）9月開業予定の歯科医院について 

（5）平成 25年度歯の健康力推進歯科医師等養成講習会について 

（6）疾病共済金の支払いについて 

（6）週休 2日制に伴う職員規定の変更について 

（7）各委員会報告について 

学術委員会 厚生委員会 医療管理委員会 学校歯科委員会 社保委員会  

専門学校 口腔センター 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）共催依頼について 

（3）歯・口の健康啓発標語コンクールについて 

（4）関東地区歯科医師会相互支援協定（案）について 

（5）叙勲、会員功労賞等の表彰について 

（6）歴代会長への顧問の委嘱について 

（7）平成 26年度関東地区歯科医師会役員協議会について 

（8）関東地区歯科医師会役員協議会での女性歯科医会の設置について 

（9）保健福祉部との懇談会提出議題について 

（10）総務委員会委員の変更について 

（11）その他 

 

（8）第 8回理事会 

日    時： 平成 25年 10月 17日（木）午後 4時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：18名  

報告事項：以下の通り 

（1）一般会務報告 
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（2）後援等許可について 

（3）疾病共済金の支払いについて 

（4）医療安全管理講習会における講師派遣依頼について（東西茨城歯科医師会） 

（5）旅費日当の振込明細について 

（6）筑波銀行からの協賛申し入れについて 

（7）がん診療医科歯科連携推進協議会について 

（8）各委員会報告について 

学術委員会、厚生委員会、医療管理委員会、地域保健委員会 

学校歯科委員会、介護保険委員会、専門学校 

（9）今月の県内新規開業はなし。 

（10）監査報告 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）後援依頼等について 

（3）他県学会等参加にともなう旅費日当の支給について 

（4）平成 26年度事業計画及び予算の提出について 

（5）職員規程の変更について 

（6）茨城県歯科医師税務協議会委員の委嘱について 

（7）危機災害管理プロジェクトチーム構成員の委嘱について 

（8）補助金申請について 

（9）防災訓練への補助について 

（10）茨城県民歯科保健大会・歯と口の健康フェスティバルについて 

（11）歴代会長への顧問の委嘱について 

（12）保健福祉部との懇談会提出議題について 

（13）病院歯科医の入会について 

（14）その他 

 

（9）第 9回理事会 

日    時：平成 25 年 11月 21日（木）午後 2時 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：17名 

報告事項：以下の通り 

（1）一般会務報告 

（2）退会について 

（3）疾病共済金の支払いについて 

（4）後援依頼について 

（5）11月開業予定の歯科医院について 

（6）第 22回歯科保健大会について 

（7）まつりつくば 2013事業報告について 

（8）各委員会報告について 
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学術委員会 厚生委員会 医療管理委員会 地域保健委員会 専門学校 

（9）茨城県総合防災訓練について 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）後援依頼について 

（3）医療事故講習会開催について（飯島弁護士） 

（4）平成 26年度関東地区歯科医師会役員協議会について 

（5）事務局規程の改正（案）について 

（6）職員規程の改正（案）について 

（7）講習会等前日宿泊の取り扱いについて 

（8）地区会長協議会について 

（9）台風被害状況について 

（10）病院歯科医の入会について（再協議） 

（11）平成 26年度医療管理委員会講師謝礼について 

（12）第 22回茨城県歯科医学会 障害児者シンポジウムについて 

（13）県保健福祉部との協議会について 

（14）茨歯会新年会について 

（15）平成 25年度日本学校歯科医会会長表彰被表彰者の推薦について 

（16）茨歯会ホームページリニューアルについて 

（17）その他 

 

（10）第 10回理事会 

日  時：平成 25 年 12月 19日（木）午後 4時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：19名 

報告事項：以下の通り 

（1） 一般会務報告 

（2） 退会について 

（3）心身障害児者診療実績経過について 

（4）歯と口の健康フェスティバル昼食販売・バザー売上収支について 

（5）台風被害状況について 

（6）各委員会報告について 

  厚生委員会、地域保健委員会、学校歯科委員会、専門学校 

（7）監査事項 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）事業共催について 

（3）事業補助について 

（4）学校歯科健診マニュアルの使用願いについて 

（5）歯科衛生士科規程の改正（案）ついて 
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（6）地区新年会の役員派遣について 

（7）県警察との相互協力に関する覚書について 

（8）歯科医学会での講師謝礼について 

（9）第 87回日本産業衛生学会における研究発表について 

（10）平成 26年度委員会事業計画及び事業予算案について 

（11）平成 26年度関東地区役員協議会のテーマについて 

（12）病院歯科医の入会について（再協議） 

（13）平成 25年度茨城県よい歯の学校表彰について 

（14）出前教室日当について 

（15）その他 

  

（11）第 11回理事会 

日  時：平成 26 年 1月 16日（木）午後 2時 

場  所：水戸プラザホテル 

出 席 者：21名  

報告事項：以下の通り 

（1)一般会務報告 

（2）退会について 

（3）後援依頼について 

（4）鉾田市医療福祉費支給制度への公費負担番号導入について 

（5）県南歯科医師会補助金支給事業報告について 

（6）1 月開業予定の歯科医院について 

（7）各委員会報告について 

      学術委員会、専門学校 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込の受理について 

（2）事業補助について 

（3）平成 26年度事業予算修正（案）について 

（4）第 154回臨時代議員会について 

（5）第 154回臨時代議員会事前質問について 

（6）がん医科歯科連携講習会について 

（7）平成 26年度関東地区役員協議会のテーマについて 

（8）新年会役割分担について 

（9）その他 
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（12）第 12回理事会 

日  時：平成 26 年 2月 20日（木）午後 4時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：19名  

報告事項：以下の通り 

（1） 一般会務報告 

（2） 退会について 

（3）結城市医療福祉費支給制度の対象年齢拡大について 

（4）石岡市医療福祉費支給制度への公費負担番号導入について 

（5）エイズ治療拠点病院等連絡会議について 

（6）疾病共済金の支払いについて 

（7）平成 25年分所得税青色申告決算書の調査について 

（8）各委員会報告について 

   学術委員会、医療管理委員会、地域保健委員会、専門学校 

（9）監査報告 

協議事項：以下の通り 

（1）入会申込書の受理について 

（2）会員功労者、永年勤続職員、永年勤続従業員表彰について 

（3）市町村共済組合・警察共済組合歯周病検診について 

（4）茨城県歯科医師会入会案内パンフレットについて 

（5）全身麻酔リーフレットについて 

（6）公益社団法人取得後 1年経過に伴う HPヘッダーデザイン変更について 

（7）新しい国の予算について 

（8）「脱タバコ宣言 行動規範」のさらなる実施を求める要望書について 

（9）講演会の案内について（主催 武田薬品） 

（10）平成 26年度関東地区役員協議会について 

（11）台風 26号被害の見舞金について 

（12）その他 

 

（13）第 13回理事会 

日  時：平成 26 年 3月 20日（木）午後 4時 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：19名 

報告事項：以下の通り 

（1)一般会務報告 

（2）退会について 

（3）行方市医療福祉費支給制度への公費負担番号導入について 

（4）いばらき看護の祭典への後援について（看護協会） 

（5）公開講座後援のお願いについて（土浦市歯科医師会） 

（6）北関東（茨城、栃木、群馬）地区歯科医師会役員協議会について 
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（7）疾病共済金の支払いについて 

（8）各委員会報告について 

   学術委員会、地域保健委員会、学校歯科委員会、専門学校 

（9）日歯代議員会報告 

協議事項：以下の通り 

（1）平成 26・27 年度日歯生涯研修事業認定研修会（スタディーグループ）の

申請について 

（2）会館での喫煙の取り扱いについて 

（3）市町村職員共済組合歯科検診実施状況について 

（4）茨城県歯科医師会入会案内パンフレットについて 

（5）がん医科歯科連携医科との協定について 

（6）ロゴマークの取り扱いについて 

（7）平成 26年度事業計画（案）について 

（8）平成 26年度予算（案）について 

（9）平成 26年度設備投資の見込みについて 

（10）平成 26年度設備投資の見込みについて 

（11）総務委員の異動について 

（12）平成 26年度関東地区役員協議会について 

（13）日歯代議員会の会長予備選挙の選挙人選出について 

（14）歯科往診用車両の駐車禁止適用除外措置について 

（15）その他
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〔５〕裁定委員会概況 

 

（1）第 1回裁定委員会 

日  時：平成 25年 9月 19日（木）午後 6時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：12 名  

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出 

（2）委員の職務について 
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〔６〕議事運営特別委員会概況 

 

（1）第 1回議事運営特別委員会 

日  時：平成 25年 6月 13日（木）午後 3時 20分 

場  所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：13 名  

協議事項：以下の通り 

（1）第 152回定時代議員会日程について 

（2）タイムスケジュールについて 

（3）事前質問の取扱いについて 

（4）再質問、関連質問の取り扱いについて 

（5）質疑応答(すべての場合において)の方法について 

（6）傍聴について 

 

（2）第 2回議事運営特別委員会 

日    時：平成 25年 7月 18日（木）午前 10時 15分 

場    所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：9 名  

協議事項：以下の通り 

（1）委員長・副委員長の選出について 

（2）その他 

 

（3）第 3回議事運営特別委員会 

日  時：平成 26年 1月 16日（木）午後 1時 

場  所：水戸プラザホテル 

出 席 者：14 名  

協議事項：以下の通り 

（1）第 154回臨時代議員会日程について 

（2）タイムスケジュールについて 

（3）事前質問の取扱いについて 

（4）再質問、関連質問の取り扱いについて 

（5）質疑応答(すべての場合において)の方法について 

（6）傍聴について 

 

 

 



98 

 

〔７〕選挙管理委員会概況 

 

（1）第 1回選挙管理委員会 

日  時：平成 25年 4月 25日（木）午後 4時 30分 

場    所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：6 名 

協議事項：以下の通り 

（1）役員選挙について 

 

（2）第 2回選挙管理委員会 

日  時：平成 25年 5月 30日（木）午後 4時 45分 

場  所：茨城県歯科医師会館  

出 席 者：7 名 

協議事項：以下の通り 

（1）役員選挙候補者の資格審査について 

（2）日歯代議員・予備代議員選挙候補者の資格審査について 

（3）役員選挙・日歯代議員選挙運営について 

（4）その他 

 

（3）第 3回選挙管理委員会 

日  時：平成 25年 6月 20日（木）午後 5時 

場  所：茨城県歯科医師会館 

出 席 者：4 名 

協議事項：以下の通り 

（1）役員選挙当日のシミュレーション 

 

（4）第 4回選挙管理委員会 

日  時：平成 25年 6月 27日（木）午後 1時 

場    所：茨城県歯科医師会館 小会議室 

出 席 者：7 名  

協議事項：以下の通り 

（1）役員選挙の執行 

 

 

 

 



99 

 

［参考資料一覧］ 

 

・平成２５年度会務報告書 

・歯科医学会事前抄録 

・歯科医学会誌 

・防災マニュアル 

・災害時備品リスト 

・災害時の歯科医療救護についての協定(関連資料) 

・親と子のよい歯のコンクール要項・募集チラシ 

・高齢者よい歯のコンクール要項・募集チラシ 

・茨城県歯科保健賞要項 

・歯と口の健康フェスティバル案内チラシ 

・県民歯科保健大会次第 

・噛むかむレシピ賞募集要項・募集チラシ 

・健口歯つらつ事業所出前教室チラシ 

・普及啓発ポスター・リーフレット・パネル 

・平成２５年度フッ化物洗口モデル事業実施状況 

・茨城県保健予防課平成２５年度歯科保健事業資料 

・禁煙支援・相談歯科医院マニュアル 

・平成２５年度禁煙支援相談実施状況 

・歯科保健普及事業実施報告書 

・生活習慣病歯科対策事業報告書 

・歯の衛生に関するポスターコンクール案内ポスター 

・市町村広報誌（歯科医学会公開講座案内） 

・よい歯の学校表彰実施要項(茨城県教育委員会) 

・本会ホームページ 

・茨城県歯科医師会広報誌 

・その他新聞紙 
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事業報告附属明細書 

 

平成２５年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在

しないので作成しない。 


